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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第2四半期 1,477 △40.9 7 △97.2 39 △84.7 25 ―
23年12月期第2四半期 2,500 ― 247 ― 257 ― △339 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 23百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 △337百万円 （―％）

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

24年12月期第2四半期 7.78 ―
23年12月期第2四半期 △107.41 ―

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

24年12月期第2四半期 3,659 793 21.7 251.13
23年12月期 3,668 780 21.3 246.91
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  793百万円 23年12月期  780百万円

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

23年12月期 ― ― ― 3.00 3.00
24年12月期 ― ―
24年12月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 3,200 △23.5 70 △67.0 80 △65.9 75 △74.2 23.76



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期2Q 3,510,000 株 23年12月期 3,510,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 353,071 株 23年12月期 352,905 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 3,157,024 株 23年12月期2Q 3,157,322 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカ経済の回復、震災復興需要、金融緩和等

により、緩やかな回復基調にありましたが、原油価格の高騰、アメリカ経済の先行き不安、またヨーロ

ッパ財政危機、それに伴うアジア経済の減速など先行きは極めて厳しい状況にあります。 

このような状況にあって当社グループの経営状況は、ベース品である鉄鋼用工具は自動車関連や天然

ガス掘削用シームレスパイプの好調に支えられ堅調に推移しましたが、主力製品である半導体露光装置

用及び液晶露光装置用低膨張鋳鋼は受注見込みでは回復の兆しが見え始めたものの、当第２四半期連結

累計期間の売上高は昨年後半からの停滞が継続し前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

従いまして当第２四半期連結累計期間の売上高は1,477百万円と前年同期比40.9％の大幅な減収とな

りました。営業利益は大幅な売上高の減少により前年同期に比べ240百万円の減益となりましたが一部

品種の価格是正効果と固定費の削減等徹底したコストダウンに努めた結果、７百万円の黒字を確保する

ことができました。経常利益は営業外収益の保険差益及び助成金収入等により39百万円（前年同期比

217百万円の減益）となりました。四半期純利益は固定資産除売却損14百万円を計上したため25百万円

（前年同期は四半期純損失339百万円）となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末より９百万円減少し3,659百万円となりました。これは主に未収入金の

増加額145百万円並びに受取手形及び売掛金の減少額126百万円等によるものです。 

負債は、前連結会計年度末より22百万円減少し2,866百万円となりました。これは主に短期借入金の

増加額213百万円、支払手形及び買掛金の減少額170百万円並びに長期借入金の減少額85百万円等による

ものです。 

純資産は、前連結会計年度末より13百万円増加し793百万円となりました。これは主に利益剰余金の

増加額15百万円等によるものです。 

  

連結業績予想につきましては、平成24年２月17日発表「平成23年12月期 決算短信」の業績予想から

変更ありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適

用しております。 

  

表示方法の変更 

従来、不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価については、「営業外収益」の「受取賃貸料」及び「販売

費及び一般管理費」に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「売上高」及び「売上原

価」に計上する方法に変更いたしました。 

当該変更は、当社の本社工場跡地の有効活用を図り、安定的収益を得る事を目的として、不動産賃貸

事業を主要事業の一つとして位置づけるため、当社定款の事業目的を変更したことに伴い、事業運営の

実態をより適切に表示するために行ったものであります。 

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表及び前第２四半期連結累計期

間の四半期連結財務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取賃

貸料」に表示していた9,437千円は「売上高」に、「販売費及び一般管理費」に表示していた1,166千円

は「売上原価」に組み替えております。 

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示してい

た71千円は有形固定資産の「土地」に組み替えております。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 591,536 662,578

受取手形及び売掛金 723,966 598,366

製品 272,667 203,500

仕掛品 447,348 413,900

原材料 133,435 109,849

未収入金 116,578 261,090

その他 36,600 53,543

貸倒引当金 △88 △88

流動資産合計 2,322,041 2,302,738

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 386,923 411,023

土地 532,545 532,545

その他（純額） 335,497 328,419

有形固定資産合計 1,254,965 1,271,987

無形固定資産   

のれん 10,988 6,593

その他 4,102 3,352

無形固定資産合計 15,090 9,945

投資その他の資産 75,433 74,074

固定資産合計 1,345,488 1,356,006

資産合計 3,667,529 3,658,744

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 714,087 544,005

短期借入金 1,323,472 1,536,558

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 2,170 1,353

賞与引当金 26,200 26,200

設備関係支払手形 16,628 20,870

その他 119,789 109,755

流動負債合計 2,402,346 2,438,741

固定負債   

長期借入金 193,912 108,502

退職給付引当金 113,021 121,513

その他 178,734 197,194

固定負債合計 485,666 427,209

負債合計 2,888,013 2,865,950
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 175,500 175,500

資本剰余金 133,432 133,432

利益剰余金 581,189 596,266

自己株式 △121,379 △121,422

株主資本合計 768,743 783,776

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,774 9,017

その他の包括利益累計額合計 10,774 9,017

純資産合計 779,516 792,794

負債純資産合計 3,667,529 3,658,744
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（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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,500,349 1,477,165

売上原価 1,981,666 1,216,970

売上総利益 518,683 260,196

販売費及び一般管理費 271,200 253,173

営業利益 247,483 7,022

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,045 999

助成金収入 27 9,405

原材料売却益 14,671 3,240

保険差益 － 22,988

雑収入 16,914 15,386

営業外収益合計 32,657 52,018

営業外費用   

支払利息 19,897 15,515

雑支出 3,640 4,139

営業外費用合計 23,536 19,653

経常利益 256,603 39,387

特別利益   

固定資産売却益 1,023 －

特別利益合計 1,023 －

特別損失   

固定資産除却損 1,257 6,692

固定資産売却損 710 7,724

投資有価証券評価損 9,436 －

環境対策費 311,500 －

環境対策引当金繰入額 765,000 －

特別損失合計 1,087,904 14,415

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△830,277 24,972

法人税、住民税及び事業税 555 410

法人税等調整額 △491,697 13

法人税等合計 △491,142 423

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△339,135 24,548

四半期純利益又は四半期純損失（△） △339,135 24,548
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△339,135 24,548

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,308 △1,756

その他の包括利益合計 2,308 △1,756

四半期包括利益 △336,827 22,792

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △336,827 22,792

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△830,277 24,972

減価償却費 61,431 62,322

のれん償却額 4,395 4,395

有形固定資産除却損 1,257 6,692

有形固定資産売却損益（△は益） △313 7,724

投資有価証券評価損益（△は益） 9,436 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,984 －

環境対策引当金の増減額(△は減少) 751,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,313 8,493

受取利息及び受取配当金 △1,045 △999

支払利息 19,897 15,515

売上債権の増減額（△は増加） △303,734 125,600

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,177 126,201

仕入債務の増減額（△は減少） 69,528 △170,083

未収入金の増減額（△は増加） △180,711 △144,512

その他 75,517 △19,383

小計 △409,948 46,935

利息及び配当金の受取額 1,013 999

利息の支払額 △21,568 △14,247

法人税等の支払額 △1,110 △941

営業活動によるキャッシュ・フロー △431,614 32,746

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △10,000

有形固定資産の取得による支出 △21,567 △78,353

有形固定資産の売却による収入 1,813 2,000

その他 △228 △2,107

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,982 △88,460

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 574,900 228,660

長期借入金の返済による支出 △101,580 △100,985

自己株式の取得による支出 △41 △43

リース債務の返済による支出 △1,632 △1,707

配当金の支払額 △19 △9,169

財務活動によるキャッシュ・フロー 471,627 116,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,031 61,042

現金及び現金同等物の期首残高 73,962 83,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 93,992 144,378
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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
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