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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 1,175 △8.7 △4 ― △22 ― △25 ―
24年3月期第1四半期 1,287 27.3 25 ― 13 ― 10 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △27百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 13百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △2.13 ―
24年3月期第1四半期 0.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 6,213 830 12.9
24年3月期 6,011 858 13.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  804百万円 24年3月期  830百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 ―
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 ―

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) 2,500 0.8 60 19.2 30 12.2 25 23.6 2.07
通期 5,100 △2.4 130 80.5 80 354.3 60 191.3 4.98



(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 

（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、Ｐ．２ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご参照ください。 

(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きの対象外であります。また、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 

※  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 12,090,000 株 24年3月期 12,090,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 31,161 株 24年3月期 30,714 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 12,059,124 株 24年3月期1Q 12,060,173 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景として回復傾向がみ
られるものの、欧州における財政危機の再燃、円高・株安の長期化、中国、インド等の新興国の景気減速
や電力の安定供給への懸念など、依然として厳しい状況で推移いたしました。また、民間設備投資及び個
人消費につきましても、低迷が続きました。 
 当社グループを取り巻く環境につきましても、企業などの民間設備投資が低水準で推移しており、当社
の主力製品でありますステンレス製管継手製品の需要は、販売先の買い控え姿勢が強まり低迷いたしまし
た。また、販売価格につきましても、製品の先安感から市場価格は弱含みで、厳しい環境下にありまし
た。 
 このような状況の中で、当社グループは製紙・造船・半導体・デジタル関連などへの設備投資案件の受
注に鋭意取り組んでまいりました。さらに、主要材料及び製品などの調達コストの低減に加え、製造原価
の低減にも努めてまいりました。しかし、需要の低迷が続く中で価格競争は激化する傾向にあり、当社グ
ループの業績は低調な結果となりました。 
 これらの影響により、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は１，１７５百万円（前年同四半期比
８．７％減）となりました。売上総利益につきましては、前年同四半期に比べて、売上高が減少したこと
及び売上総利益率が低下したことによりまして、前年同四半期比２９百万円減少いたしました。売上総利
益率につきましては需要の低迷による製品価格面での過当競争が激化してまいりましたことと、棚卸資産
の評価減を１３百万円計上した影響により、売上総利益率は１６．１％（前年同四半期は１７．０％）と
なり、前年同四半期に比べ０．９ポイント低下いたしました。適正な販売価格の維持に努めましたが、前
年同四半期並みの売上総利益率の確保はできませんでした。 
 このため、営業損失４百万円（前年同四半期は営業利益２５百万円）、経常損失２２百万円（前年同四
半期は経常利益１３百万円）、四半期純損失２５百万円（前年同四半期は四半期純利益１０百万円）とな
りました。 
  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ２０２百万円増加し、
６，２１３百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が１２１百万円、たな卸資産が７４百
万円それぞれ増加したことによるものであります。 
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ２３０百万円増加し、５，３８２百万円となりました。これは主
に、社債が２６百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が９２百万円、短期借入金（１年内返済予定
の長期借入金を含む）が８６百万円、長期借入金が５６百万円それぞれ増加したことによるものでありま
す。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２７百万円減少し、８３０百万円となりました。これは主に、
当第１四半期累計期間において四半期純損失２５百万円計上により減少したものであります。 

  

平成２５年３月期の第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想については、平成２４年５月１５日発
表の予想数値から変更はありません。 
  

  

  

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して
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。 

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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 658,729 668,179

受取手形及び売掛金 1,200,149 1,322,088

たな卸資産 948,748 1,023,669

その他 35,748 43,940

貸倒引当金 △3,409 △3,379

流動資産合計 2,839,966 3,054,498

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 383,213 377,003

機械装置及び運搬具（純額） 68,664 68,486

土地 2,484,201 2,484,201

その他（純額） 51,978 52,377

有形固定資産合計 2,988,058 2,982,069

無形固定資産 11,404 9,438

投資その他の資産 171,053 167,252

固定資産合計 3,170,516 3,158,759

繰延資産 811 638

資産合計 6,011,293 6,213,895

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 627,209 719,520

短期借入金 2,721,750 2,793,710

1年内返済予定の長期借入金 225,601 240,303

未払法人税等 1,845 4,591

賞与引当金 2,524 6,675

その他 126,741 140,011

流動負債合計 3,705,670 3,904,812

固定負債

社債 253,000 227,000

長期借入金 367,428 423,959

再評価に係る繰延税金負債 667,293 667,293

退職給付引当金 74,904 75,615

その他 84,500 84,218

固定負債合計 1,447,126 1,478,086

負債合計 5,152,796 5,382,898
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（単位：千円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 226,400 226,400

利益剰余金 △855,338 △880,978

自己株式 △3,589 △3,612

株主資本合計 △132,527 △158,190

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 146 △5,380

土地再評価差額金 960,344 960,344

為替換算調整勘定 2,177 7,755

その他の包括利益累計額合計 962,668 962,718

少数株主持分 28,356 26,469

純資産合計 858,497 830,997

負債純資産合計 6,011,293 6,213,895
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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１四半期連結累計期間

（単位：千円）

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 1,287,007 1,175,427

売上原価 1,067,732 985,743

売上総利益 219,274 189,683

販売費及び一般管理費 193,620 194,347

営業利益又は営業損失（△） 25,654 △4,664

営業外収益

受取利息 626 2

受取配当金 765 865

負ののれん償却額 1,807 －

設備賃貸料 1,750 1,764

その他 2,453 992

営業外収益合計 7,403 3,624

営業外費用

支払利息 13,166 12,851

手形売却損 1,793 2,711

為替差損 2,823 4,565

その他 1,799 1,518

営業外費用合計 19,582 21,646

経常利益又は経常損失（△） 13,475 △22,686

特別利益

リース債務解約益 － 1,703

特別利益合計 － 1,703

特別損失

固定資産除却損 6 1,624

投資有価証券評価損 － 1,105

特別損失合計 6 2,730

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（△）

13,468 △23,712

法人税、住民税及び事業税 2,852 3,814

法人税等調整額 △248 －

法人税等合計 2,603 3,814

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（△）

10,865 △27,527

少数株主損失（△） － △1,887

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,865 △25,639
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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：千円)

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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

10,865 △27,527

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,310 △5,526

為替換算調整勘定 584 5,577

その他の包括利益合計 2,895 50

四半期包括利益 13,760 △27,476

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 13,760 △25,589

少数株主に係る四半期包括利益 － △1,887
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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