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（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２四半期  47,912  1.4  2,867  △0.1  2,596  △14.1  1,417  11.0

24年３月期第２四半期  47,261  5.9  2,870  △33.6  3,021  △28.1  1,277  △30.8

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △226百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 647百万円 （ ％） －

  
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２四半期  29.56  －

24年３月期第２四半期  26.24  －

  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２四半期  108,800  42,008  33.5  757.74

24年３月期  107,375  42,568  34.5  772.24

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 36,396百万円   24年３月期 37,001百万円 

  
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  － 4.50 －  6.50 11.00

25年３月期  － 7.00     

25年３月期（予想）    －  7.00 14.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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、対前期増減率）

  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  102,000  6.0  7,100  14.4  7,400  2.4  3,800  26.1  79.11

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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P.３「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」をご覧ください。

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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料P.３「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」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 49,757,821株 24年３月期 49,757,821株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,724,219株 24年３月期 1,843,221株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 47,965,467株 24年３月期２Ｑ 48,696,243株

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に対するレビュー手続は終了しておりません。

本資料に記載させ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。なお、業績予想に関する事項は【添付資料】P.２「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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）における経済情勢は、欧州の債務

危機懸念の継続や中国・インド等の経済成長の鈍化など、依然として先行き不透明な状況が続きました。  

 当社グループは前期から３カ年計画（『持続性ある成長への基礎固め』－10年後の繁栄を期して）を推進し、

更なる企業価値向上実現のため、グローバル規模での事業展開を行い収益体制の拡充に取り組んで参りました。

しかしながら中国や欧州における景気減速の深刻化に加え、アジア諸国の成長鈍化等もあり、売上・利益共に当

初計画に対しては未達、前年同期比では持分法による投資利益が悪化した経常利益を除きほぼ横ばいとなりまし

た。これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は479億12百万円（前年同期比1.4％増）、連結営業

利益は28億67百万円（前年同期比0.1％減）、連結経常利益は25億96百万円（前年同期比14.1％減）、連結四半

期純利益は14億17百万円（前年同期比11.0％増）となりました。  

  

セグメント別の事業状況は次のとおりであります。 

[自動車・建設機械業界向け事業] 

 自動車・建設機械業界向け事業は、欧州の減速や中国の成長鈍化の影響を受けた海外の自動車向け製品の販売

不振に加え、中国での建設機械向け製品の需要が大きく落ち込みました。一方、国内の自動車向け製品の販売が

大幅に増加したため、当セグメントの売上高は272億56百万円（前年同期比4.9%増）、営業利益は13億72百万円

（前年同期比11.1%増）となりました。  

[一般産業機械業界向け事業] 

 一般産業機械業界向け事業は、東南アジア諸国のプラント向け製品の販売は堅調に推移しましたが、国内にお

ける半導体業界の低迷に加え、中国・インドの減速影響を受け、当セグメントの売上高は130億80百万円（前年

同期比3.6%減）、営業利益は10億91百万円（前年同期比13.7%減）となりました。  

[舶用業界向け事業]  

 舶用業界向け事業は、新造船建造隻数の減少や工期延長に加え、部品交換需要の減少により、当セグメントの

売上高は51億45百万円（前年同期比11.5%減）、営業利益は７億22百万円（前年同期比24.2%減）となりました。

[航空宇宙業界向け事業] 

 航空宇宙業界向け事業は、ガスタービン用シール需要が堅調に推移したため、当セグメントの売上高は24億29

百万円（前年同期比28.6%増）、営業利益は36百万円（前年同期は営業損失１億86百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

[資産] 

 当第２四半期連結会計期間末の資産は1,088億円となり、前連結会計年度末に比べ14億24百万円増加いたしま

した。これは主として現預金の増加14億96百万円によるものであります。 

[負債] 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は667億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億85百万円増加いた

しました。これは主として借入金の増加11億30百万円、賞与引当金の増加５億40百万円によるものであります。

[純資産] 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は420億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億60百万円減少い

たしました。これは主として為替換算調整勘定の減少17億49百万円、利益剰余金の増加11億６百万円によるもの

であります。 

  

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 

 今後の見通しにつきましては、欧州景気の停滞や中国をはじめとする新興国の減速等の影響が長期化する懸念

もあることから、以下のとおり平成24年５月11日公表の業績予想を修正しております。併せて個別業績予想につ

きましても、平成24年８月１日公表の業績予想を修正しております。 

  

        平成25年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

        （参考）平成25年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

   

（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 

 税金費用については、当第２四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。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、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。 

   

   

   

  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 

前回発表予想（Ａ）  108,000  8,800  9,500  5,300  110.61

今回発表予想（Ｂ）  102,000  7,100  7,400  3,800  79.11

増減額（Ｂ－Ａ）  △6,000  △1,700  △2,100  △1,500  －

増減率（％）  △5.6  △19.3  △22.1  △28.3  －

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
 96,237  6,207  7,224  3,013  61.94

  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 

前回発表予想（Ａ）  81,700  2,600  3,300  4,500  93.79

今回発表予想（Ｂ）  74,000  2,000  2,500  4,100  85.36

増減額（Ｂ－Ａ）  △7,700  △600  △800  △400  －

増減率（％）  △9.4  △23.1  △24.2  △8.9  －

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
 60,451  461  2,404  1,768  36.35

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,456 13,952

受取手形及び売掛金 25,790 24,015

商品及び製品 3,399 3,483

仕掛品 5,449 6,002

原材料及び貯蔵品 3,767 3,644

その他 4,160 3,784

貸倒引当金 △215 △213

流動資産合計 54,809 54,668

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,170 12,171

機械装置及び運搬具（純額） 11,072 11,496

その他（純額） 8,413 8,422

有形固定資産合計 30,656 32,090

無形固定資産   

のれん 6,231 5,832

その他 370 657

無形固定資産合計 6,602 6,489

投資その他の資産   

投資有価証券 9,313 9,499

その他 6,294 6,306

貸倒引当金 △300 △254

投資その他の資産合計 15,307 15,551

固定資産合計 52,566 54,131

資産合計 107,375 108,800



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,897 4,773

短期借入金 14,271 14,200

未払法人税等 1,436 881

賞与引当金 1,815 2,356

その他の引当金 111 117

その他 12,380 14,783

流動負債合計 35,914 37,112

固定負債   

長期借入金 19,433 20,635

退職給付引当金 8,196 8,114

役員退職慰労引当金 87 101

その他 1,175 828

固定負債合計 28,892 29,679

負債合計 64,807 66,792

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,407 11,434

利益剰余金 23,913 25,019

自己株式 △1,080 △1,031

株主資本合計 44,731 45,913

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 89 51

為替換算調整勘定 △7,819 △9,568

その他の包括利益累計額合計 △7,730 △9,517

少数株主持分 5,567 5,611

純資産合計 42,568 42,008

負債純資産合計 107,375 108,800



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 47,261 47,912

売上原価 36,590 37,052

売上総利益 10,670 10,860

販売費及び一般管理費 7,800 7,992

営業利益 2,870 2,867

営業外収益   

受取利息 98 64

受取配当金 150 25

持分法による投資利益 748 311

その他 362 341

営業外収益合計 1,359 742

営業外費用   

支払利息 396 356

為替差損 608 427

その他 202 229

営業外費用合計 1,208 1,013

経常利益 3,021 2,596

特別利益   

固定資産売却益 13 6

その他 0 5

特別利益合計 13 12

特別損失   

固定資産売却損 5 8

固定資産除却損 16 39

事業再編損 － 28

その他 17 24

特別損失合計 40 100

税金等調整前四半期純利益 2,994 2,508

法人税等 1,229 675

少数株主損益調整前四半期純利益 1,765 1,832

少数株主利益 488 415

四半期純利益 1,277 1,417



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,765 1,832

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26 △37

為替換算調整勘定 △1,843 △1,987

持分法適用会社に対する持分相当額 751 △34

その他の包括利益合計 △1,118 △2,059

四半期包括利益 647 △226

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 654 △369

少数株主に係る四半期包括利益 △7 142



 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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 

   （単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△395百万円は、セグメント間取引消去23百万円及びのれん償却△418百万円

      であります。 

    ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

    該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

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）セグメント情報等

  

 自動車・

建設機械業

界向け事業

一般産業 

機械業界 

向け事業 

舶用業界

向け事業

航空宇宙

業界向け

事業 

合計 調整額 

四半期連 

結損益計算

書計上額 

 売上高 

  

  外部顧客への売上高 

  

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  

 

 

25,992

66

 

 

13,566

556

 5,813

51

   

1,889

－

  

 

47,261

674

 

 

－

△674

47,261

－

 計  26,059   14,123  5,864   1,889   47,935   △674   47,261

 セグメント利益又は損失（△）   1,235   1,264   952  △186   3,265   △395   2,870



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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 

   （単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△355百万円は、セグメント間取引消去９百万円及びのれん償却△364百万円

      であります。 

    ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

    該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

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。  

  

 自動車・

建設機械業

界向け事業

一般産業 

機械業界 

向け事業 

舶用業界

向け事業

航空宇宙

業界向け

事業 

合計 調整額 

四半期連 

結損益計算

書計上額 

 売上高 

  

  外部顧客への売上高 

  

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  

 

 

27,256

125

 

 

13,080

83

 5,145

9

   

2,429

－

  

 

47,912

219

 

 

－

△219

47,912

－

 計  27,382   13,164  5,155   2,429   48,131   △219   47,912

 セグメント利益   1,372   1,091   722  36   3,222   △355   2,867

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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