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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 41,265 0.6 1,228 △40.0 1,538 △32.9 836 △50.2

24年3月期第3四半期 41,017 △2.6 2,049 △42.4 2,290 △41.4 1,677 △19.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,024百万円 （△34.5％） 24年3月期第3四半期 1,564百万円 （△17.7％）

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3四半期 25.59 ―

24年3月期第3四半期 51.35 ―

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3四半期 59,233 45,471 72.5 1,314.28
24年3月期 60,215 44,575 70.5 1,299.32

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  42,946百万円 24年3月期  42,458百万円

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  ：  有  

平成24年３月期の期末配当の内２円は、会社創立100周年の記念配当であります。 

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
25年3月期 ― 4.00 ―

25年3月期（予想） 4.00 8.00

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、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  ：  有  
 

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 55,000 △3.0 1,800 △34.7 2,200 △29.8 1,200 △39.2 36.72



(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財務諸表のレビュー手続き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 
１．平成24年10月31日に公表いたしました平成25年３月期通期の連結業績予想を修正しております。 
２．前記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出されたものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
前記の予想に関する事項については添付資料３Ｐの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   ：  無

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3Q 32,710,436 株 24年3月期 32,710,436 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 33,443 株 24年3月期 33,311 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 32,677,086 株 24年3月期3Q 32,677,171 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

・国内の状況  

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災（以下、震災）の復興需要や超円高の緩和・株価

回復等により景気回復の兆しが見えるものの、欧州の財政金融不安に伴う世界経済の減速に加え、領土問題を

端緒とする中国での日系自動車などの不買の動きなどにより、景況感は依然不透明な状況が続いております。 

 こうした中、当社グループの国内販売につきましては、主要な需要分野である自動車分野では、上半期はエ

コカー補助金による需要刺激効果などにより順調に推移したものの、第３四半期会計期間はエコカー補助金の

終了に加え中国での日系自動車不買の動きなどにより国内自動車および自動車部品生産が減退し、第３四半期

累計期間では前年同期比横ばいとなりました。また、建設機械分野では、中国向けの需要が依然低迷してお

り、前年同期比微増に留まりました。 

 土木建築分野では、一部、震災復興需要が見られたものの、依然、需要低迷が継続しており、前年同期比ほ

ぼ横ばいに留まりました。 

 また、鉄鋼原材料の価格下落に伴い、主要な材料である熱延コイルの価格も下落しており、鋼管の市況も悪

化いたしました。 

 当社グループといたしましては、製品販売価格と熱延コイル価格の値差（スプレッド）の確保に努めると共

に、新商品の開発やコスト合理化、品質向上など事業基盤の強化に取り組んでまいりました。  

  

・海外の状況 

 当社の連結子会社シーモア・チュービング・インク（以下ＳＴＩ）があります米国に関しましては、自動車

需要が2009年の世界同時不況の落ち込みから順調に回復してきました。中でも、ＳＴＩの主要な顧客である日

系自動車の生産は、前年の震災に伴う、大きな落ち込みから大幅に回復いたしました。ＳＴＩの販売量も、前

年同期比３割強の増加となりました。 

 一方、当社の連結子会社広州友日汽車配件有限公司（以下ＧＹＡ）があります中国に関しましては、自動車

需要の伸びが鈍化いたしました。ＧＹＡの主要な顧客である日系自動車の生産については、上半期は前年の震

災による大幅な落ち込みから大きく回復したものの、９月以降日系自動車不買の動きにより急激に減少いたし

ました。ＧＹＡの販売数量も、上半期は前年上期比３割弱増加しましたが、９月以降大幅に減少し、第３四半

期累計期間では１割強の増加に留まりました。 

  

・連結業績の状況 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、国内の需要低迷と市況悪化に加え、熱延コイルの価格

下落に伴う棚卸在庫の評価損が生じたことから、売上高は41,265百万円（前年同期比247百万円 0.6%増）、営

業利益は1,228百万円（同820百万円 40.0%減）、経常利益は1,538百万円（同752百万円 32.9%減）、四半期純

利益は836百万円（同841百万円 50.2%減）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は59,233百万円となり、前連結会計年度末に比べ、982百万円減少いた

しました。これは固定資産が591百万円増加したものの、流動資産が1,574百万円減少したことによるものであり

ます。 流動資産の減少は、商品及び製品が456百万円、原材料及び貯蔵品が310百万円減少したこと等によるも

のであり、固定資産については、投資有価証券が788百万円増加したこと等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、13,762百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,878百

万円減少いたしました。これは支払手形及び買掛金が1,130百万円、賞与引当金が246百万円それぞれ減少したこ

と等によります。  

 当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、45,471百万円となり、前連結会計年度末に比べ895百

万円増加いたしました。これは利益剰余金が配当金の支払いにより326百万円減少したものの、四半期純利益836

百万円の計上により509百万円増加したこと等によります。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績見通しに関しましては、自動車分野につきましては、エコカー補助金終了などに伴う国

内販売の減少、自動車及び自動車部品各社の海外展開や現調化の進展に加え、中国における日系自動車不買の影

響は当面続くと予想されます。土木建築分野では、震災復興需要に期待するものの、市況の低迷は当面続くと懸

念されます。 

 当社グループと致しましては、販売拡大、スプレッドの維持、コスト合理化など収益改善に取り組んでまいり

ましたが、国内及び中国での販売環境の悪化に加え、熱延コイルの価格下落に伴い棚卸資産の評価損の増加が予

想されることから、通期の連結売上高55,000百万円、連結営業利益1,800百万円、連結経常利益2,200百万円、連

結当期純利益1,200百万円に留まると予想いたします。   

   

   

（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 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （償却方法の変更） 

  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

ては、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。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 784 1,175

受取手形及び売掛金 15,431 7,724

商品及び製品 2,708 2,251

仕掛品 1,851 1,832

原材料及び貯蔵品 7,037 6,726

繰延税金資産 190 173

短期貸付金 13,152 14,438

未収入金 471 5,884

未収還付法人税等 394 253

その他 84 75

貸倒引当金 △12 △16

流動資産合計 42,095 40,521

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,791 5,790

その他（純額） 7,964 7,853

有形固定資産合計 13,755 13,644

無形固定資産 164 30

投資その他の資産 4,199 5,037

固定資産合計 18,120 18,712

資産合計 60,215 59,233
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,167 8,037

短期借入金 65 51

未払金 2,190 1,623

未払法人税等 63 46

賞与引当金 397 151

その他 86 194

流動負債合計 11,970 10,104

固定負債   

繰延税金負債 2,949 2,959

退職給付引当金 97 81

役員退職慰労引当金 87 89

資産除去債務 167 170

環境対策引当金 116 116

その他 251 241

固定負債合計 3,669 3,657

負債合計 15,640 13,762

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,801 4,801

資本剰余金 3,885 3,885

利益剰余金 35,191 35,700

自己株式 △15 △15

株主資本合計 43,863 44,372

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △1,405 △1,425

その他の包括利益累計額合計 △1,405 △1,425

少数株主持分 2,117 2,524

純資産合計 44,575 45,471

負債純資産合計 60,215 59,233
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 41,017 41,265

売上原価 35,238 36,099

売上総利益 5,779 5,165

販売費及び一般管理費 3,729 3,936

営業利益 2,049 1,228

営業外収益   

受取利息 48 45

受取賃貸料 78 71

持分法による投資利益 141 209

その他 58 46

営業外収益合計 326 372

営業外費用   

賃貸収入原価 61 41

その他 23 21

営業外費用合計 84 63

経常利益 2,290 1,538

特別利益   

固定資産売却益 － 55

特別利益合計 － 55

特別損失   

災害による損失 31 －

特別損失合計 31 －

税金等調整前四半期純利益 2,259 1,593

法人税、住民税及び事業税 545 531

法人税等調整額 △145 4

法人税等合計 400 535

少数株主損益調整前四半期純利益 1,858 1,057

少数株主利益 180 221

四半期純利益 1,677 836
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,858 1,057

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △201 △14

持分法適用会社に対する持分相当額 △92 △17

その他の包括利益合計 △293 △32

四半期包括利益 1,564 1,024

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,446 815

少数株主に係る四半期包括利益 118 209
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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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