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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第1四半期 6,321 4.6 906 △7.5 922 △8.8 506 △22.5
24年3月期第1四半期 6,044 15.7 979 68.4 1,010 66.7 653 99.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 856百万円 （△4.3％） 24年3月期第1四半期 895百万円 （165.5％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第1四半期 23.83 ―
24年3月期第1四半期 30.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 45,008 38,110 84.3 1,786.04
24年3月期 45,728 37,605 81.9 1,762.40
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  37,950百万円 24年3月期  37,448百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 16.00 ― 17.00 33.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 12,810 3.2 1,710 △19.2 1,730 △19.4 1,540 9.9 72.48
通期 25,740 4.3 3,570 △6.6 3,660 △6.8 2,770 112.1 130.36



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ3「2．サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ3「2．サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期連結決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達 
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料Ｐ2「1．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 21,803,295 株 24年3月期 21,803,295 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 554,670 株 24年3月期 554,645 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 21,248,631 株 24年3月期1Q 21,248,704 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間における日本経済は、復興需要やエコカー補助金など政策効果で内需が堅調に推移

し、緩やかな回復を続けました。実質経済成長率は今年１～３月期で年率４.７％（内閣府２次速報）、４～６月

期も同２％近く（日本経済研究センター）の予想です。その半面、欧州債務危機や米国景気の回復が遅れているた

め円高圧力が強まっている他、中国、インド、ブラジルなど新興国経済の成長鈍化といった懸念も台頭していま

す。 

 このような国内外市場の経営環境の中で、当社グループは堅調な内需とアジア市場の需要増加に支えられ、当第

１四半期連結累計期間における売上高は63億21百万円となり、前第１四半期連結累計期間60億44百万円と比較する

と4.6%の増収となりました。一方利益面では、タイ国子会社の洪水被害と日本での代替生産によるコスト増の影響

によって営業利益は９億６百万円となり、同９億79百万円と比較すると7.5%の減益、経常利益は９億22百万円とな

り、同10億10百万円と比較すると8.8%の減益、四半期純利益は５億６百万円となり、同６億53百万円と比較すると

22.5%の減益となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりです。 

 迅速流体継手事業は、国内・海外ともに需要は堅調ですが製品によってバラツキがあり、売上高は24億76百万円

（前第１四半期連結累計期間比0.5%の増収）となりました。利益面では、タイ洪水に伴う代替生産の影響でコスト

アップとなり、セグメント利益４億37百万円（同5.9%の減益）となりました。 

機械工具事業は、国内における鋼材加工機の需要回復によって、売上高は23億82百万円（同11.8%の増収）とな

りました。利益面では、売上げの増加とコストダウン効果によって、セグメント利益３億87百万円（同37.4%の増

益）となりました。 

リニア駆動ポンプ事業は、国内では健康機器、海外では医療機器用コンプレッサの需要が好調で、売上高は９

億57百万円（同6.3%の増収）となりました。利益面では、タイ洪水に伴う代替生産の影響で大幅なコストアップと

なり、セグメント利益65百万円（同66.1%の減益）となりました。 

建築機器事業は、依然として国内建築投資は厳しい環境であり、売上高は５億４百万円（同7.9%の減収）とな

りました。利益面では売上げの減少とコストアップによって、セグメント利益14百万円（同59.9%の減益）となり

ました。 

海外売上高は、21億54百万円（前第1四半期連結累計期間比0.6%の増収）となり、海外売上高の連結売上高に占

める割合は34.1%となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間末の資産合計は、450億８百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億19百万円

の減少となりました。  

 資産の部では、流動資産は314億95百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億79百万円の減少となりまし

た。これは主に、現金及び預金の減少16億90百万円、原材料及び貯蔵品の減少２億３百万円および商品及び製品の

増加４億51百万円、受取手形及び売掛金の増加４億20百万円等によるものです。 

 固定資産は、135億13百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億59百万円の増加となりました。これは主

に、有形固定資産の増加２億78百万円等によるものです。 

 負債の部では、流動負債は、43億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億30百万円の減少となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金の減少７億19百万円、未払法人税等の減少５億95百万円、賞与引当金の減少

２億71百万円等によるものです。 

 固定負債は、25億79百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億６百万円の増加となりました。これは主

に、リース債務の増加55百万円、退職給付引当金の増加41百万円等によるものです。 

 純資産の部では、四半期純利益は５億６百万円でしたが、配当金の支払い３億39百万円があったため、利益剰余

金は、１億66百万円の増加で361億53百万円となりました。また為替換算調整勘定が３億63百万円の増加、その他

有価証券評価差額金が27百万円減少したため純資産の部は、381億10百万円となり、前連結会計年度末を比較して

５億４百万円の増加となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における日本経済は、復興需要やエコカー補助金などの政策効果により内需が堅調

に推移し、緩やかな回復を続けました。実質経済成長率は今年１～３月期で年率４.７％（内閣府２次速報）、４

～６月期も同２％近く（日本経済研究センター）の予想です。その半面、くすぶり続ける欧州債務危機、米国の景

気回復の遅れ、中国経済の成長鈍化など海外経済に起因する不安が強まっています。こうした海外経済の不安が円

高圧力となり、今年度前半は内需が、後半は輸出が日本の景気回復を牽引するという予測に影響を及ぼす可能性が

あります。 

このような経営環境の中で、当社グループは、ボリュームが拡大し続けている新興国需要を積極的に取り込む

ため、海外展開を一層推進してまいります。また、中・長期的な観点から当社の得意な分野での研究に必要な経営

資源を投入し、新製品および付加価値製品の開発に取り組んでまいります。 

 今後の業績につきましては、国内では引き続き復興需要や活発なシニア層の消費活動などによる景気回復を期待

できる半面、今夏の電力不足が生産活動に及ぼす影響が懸念されます。また、海外では欧米経済の停滞、世界の景

気回復を牽引してきた中国やインド、ブラジルなど新興国経済の成長鈍化といった不安要素を抱えています。こう

した先行き不透明な状況の中で、当社グループは、国内市場では東部・中部・西部それぞれの地域特性に合った販

売体制をとるとともに、既存販売ルートの活性化と取り組みます。また海外市場では既存販路の整備を進め、新た

に設立予定の中国販売現地法人などによる新興国の販路開拓にも重点的に取り組んでいきます。 

  なお、当連結業績予想にはタイの洪水による保険収入を見込んでおりますが、現時点では金額は未確定でありま

す。保険金の確定時期によっては、当第２四半期の連結業績予想に影響を及ぼす可能性もあります。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当する事項はありません。   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

減価償却方法の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,547 15,857

受取手形及び売掛金 6,078 6,499

有価証券 2,999 3,002

商品及び製品 2,806 3,257

仕掛品 244 235

原材料及び貯蔵品 1,895 1,691

繰延税金資産 678 660

その他 228 300

貸倒引当金 △3 △9

流動資産合計 32,474 31,495

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,584 10,022

減価償却累計額 △4,469 △4,565

建物及び構築物（純額） 5,115 5,456

機械装置及び運搬具 2,786 2,893

減価償却累計額 △2,217 △2,295

機械装置及び運搬具（純額） 569 597

工具、器具及び備品 5,721 5,818

減価償却累計額 △5,127 △5,212

工具、器具及び備品（純額） 593 605

土地 4,091 4,109

リース資産 466 547

減価償却累計額 △139 △157

リース資産（純額） 327 389

建設仮勘定 296 113

有形固定資産合計 10,993 11,272

無形固定資産   

その他 128 133

無形固定資産合計 128 133

投資その他の資産   

投資有価証券 1,153 1,114

長期貸付金 170 164

繰延税金資産 577 592

その他 246 251

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 2,132 2,107

固定資産合計 13,253 13,513

資産合計 45,728 45,008



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,399 1,679

リース債務 71 78

未払法人税等 1,462 867

賞与引当金 552 280

役員賞与引当金 13 －

その他 1,149 1,412

流動負債合計 5,649 4,318

固定負債   

リース債務 255 310

退職給付引当金 1,848 1,890

役員退職慰労引当金 200 207

資産除去債務 25 25

その他 143 145

固定負債合計 2,473 2,579

負債合計 8,122 6,897

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,850 1,850

資本剰余金 1,925 1,925

利益剰余金 35,987 36,153

自己株式 △916 △916

株主資本合計 38,846 39,013

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 208 181

為替換算調整勘定 △1,607 △1,243

その他の包括利益累計額合計 △1,398 △1,062

少数株主持分 157 159

純資産合計 37,605 38,110

負債純資産合計 45,728 45,008



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,044 6,321

売上原価 3,053 3,296

売上総利益 2,991 3,024

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 572 575

賞与引当金繰入額 148 150

退職給付費用 59 60

役員退職慰労引当金繰入額 7 7

販売促進費 158 178

研究開発費 183 175

その他 881 969

販売費及び一般管理費合計 2,012 2,118

営業利益 979 906

営業外収益   

受取利息 19 17

受取配当金 12 17

受取家賃 11 10

その他 14 14

営業外収益合計 58 59

営業外費用   

売上割引 20 20

為替差損 1 21

その他 4 2

営業外費用合計 27 43

経常利益 1,010 922

特別損失   

災害による損失 17 18

特別損失合計 17 18

税金等調整前四半期純利益 993 903

法人税等 337 394

少数株主損益調整前四半期純利益 655 508

少数株主利益 2 2

四半期純利益 653 506



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 655 508

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 33 △27

為替換算調整勘定 206 375

その他の包括利益合計 240 347

四半期包括利益 895 856

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 884 842

少数株主に係る四半期包括利益 11 14



 該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 迅速流体 
継手 

機械工具 
リニア駆動
ポンプ 

建築機器 

売上高           

外部顧客への売上高  2,464  2,130  900  548  6,044

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

計  2,464  2,130  900  548  6,044

セグメント利益  465  282  194  37  979

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 迅速流体 
継手 

機械工具 
リニア駆動
ポンプ 

建築機器 

売上高           

外部顧客への売上高  2,476  2,382  957  504  6,321

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  2,476  2,382  957  504  6,321

セグメント利益  437  387  65  14  906

（７）重要な後発事象
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