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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 12,890 13.1 630 △2.5 670 34.7 385 67.9
24年3月期第3四半期 11,392 △12.0 646 △24.6 497 △29.6 229 △52.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 535百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △265百万円 （―％）

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3四半期 43.80 ―
24年3月期第3四半期 24.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 18,023 12,028 66.7
24年3月期 17,688 11,581 65.5
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  12,028百万円 24年3月期  11,581百万円

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 ― 10.00 10.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 10.00

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  ：  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 16,879 9.9 1,027 △15.4 964 △13.7 515 △36.4 58.65



(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３ページ「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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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３ページ「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。 

(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、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
績予想のご利用に当たっての注意事項については、添付資料２ページ「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。なお、1株あたり予想当期純利益の算出にあたっては、本日付で別途公表しておりますとおり、平成24年11月２日開催の取締役会決議に基づき、市場買付
けで取得いたしました自己株式71,500株を考慮しております。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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3Q 9,441,800 株 24年3月期 9,441,800 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 698,778 株 24年3月期 640,178 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 8,795,447 株 24年3月期3Q 9,274,584 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要等から緩やかな回復基調でありましたが、長

引く欧州債務危機や中国経済の減速等で、景気が下押しされる懸念もあり、先行き不透明な状況で推移いたしま

した。  

このような状況のもと、当社グループは、生産効率の向上に努めるとともに、製品開発・技術力の強化を図

り、より競争力のある差別化製品の供給を推し進める一方、在外子会社において効率的な生産体制の再構築を行

なう等、全社で業績の向上に鋭意取組んでまいりました。  

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高128億90百万円（前年同期比13.1％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益６億30百万円（同2.5％減）、経常利益６億70百万円（同34.7％増）、四半期純

利益は３億85百万円（同67.9％増）となりました。  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（ゴルフ事業） 

ゴルフ事業につきましては、一昨年のタイ国洪水復旧後の前期受注分の出荷のずれ込み等で、売上高71億７

百万円（同16.5％増）となりましたが、その影響による生産コストの増加等で、営業利益１億28百万円（同

29.3%減）となりました。  

（ステンレス事業） 

ステンレス事業につきましては、需要回復の遅れ、価格競合の激化等で、売上高は７億46百万円（同0.8%

増）、営業利益67百万円（同13.4％減）となりました。  

（自動車等鍛造部品事業） 

自動車等鍛造部品事業につきましては、コスト競争が強くなっているものの、タイ国の自動車生産台数の増

加による受注増等から、売上高は50億37百万円（同10.7％増）となりました。営業利益は、売上高が増加した

ことにより８億37百万円（同4.4％増）となりました。  

     

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、180億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億35百万

円増加いたしました。  

流動資産は、98億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円増加いたしました。この主な要因は、受

取手形及び売掛金が増加したこと等によるものであります。固定資産は、81億37百万円となり、前連結会計年度

末に比べ３億11百万円増加いたしました。この主な要因は、機械装置及び運搬具が増加したこと等によるもので

あります。 

負債合計は、59億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億12百万円減少いたしました。  

流動負債は、40億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億59百万円減少いたしました。この主な要因

は、短期借入金が減少したこと等によるものであります。固定負債は、19億19百万円となり、前連結会計年度末

に比べ１億47百万円増加いたしました。この主な要因は、長期借入金が増加したこと等によるものであります。 

純資産合計は、120億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億47百万円増加いたしました。この主な要因

は、利益剰余金が増加したこと等によるものであります。  

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成24年11月２日に公表いたしました予想数値に変更はありません。ま

た、今後の動向を踏まえ、修正が必要と判断された場合には速やかに公表いたします。 

なお、業績予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要

因によって記載の業績数値と異なる結果となる可能性があります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

１．簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算出方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価

償却費の額を期間按分して算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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 

（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、第１四半期連結会計期間により、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。 

なお、これによる損益への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



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 3,596,027 2,938,379

受取手形及び売掛金 2,999,474 3,563,972

商品及び製品 756,026 840,183

仕掛品 767,457 825,716

原材料及び貯蔵品 1,616,965 1,528,728

繰延税金資産 11,268 9,255

その他 134,987 200,019

貸倒引当金 △19,421 △19,814

流動資産合計 9,862,785 9,886,440

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,547,713 2,673,811

機械装置及び運搬具（純額） 2,534,643 2,819,736

工具、器具及び備品（純額） 117,285 112,766

土地 1,680,365 1,698,016

建設仮勘定 275,620 181,157

有形固定資産合計 7,155,628 7,485,488

無形固定資産 57,806 62,552

投資その他の資産   

投資有価証券 72,657 66,209

投資不動産（純額） 342,366 341,238

その他 210,926 187,315

貸倒引当金 △14,116 △5,653

投資その他の資産合計 611,833 589,109

固定資産合計 7,825,268 8,137,150

資産合計 17,688,053 18,023,591



（単位：千円）

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 1,443,001 1,768,202

短期借入金 1,763,826 1,132,043

未払法人税等 125,654 68,404

未払金及び未払費用 708,378 604,349

賞与引当金 99,600 291,771

関係会社整理損失引当金 － 35,112

その他 193,839 174,796

流動負債合計 4,334,299 4,074,680

固定負債   

長期借入金 1,103,971 1,260,496

リース債務 408,171 368,651

繰延税金負債 77,857 95,689

退職給付引当金 73,921 87,034

役員退職慰労引当金 25,827 31,792

資産除去債務 57,503 58,146

その他 25,115 18,110

固定負債合計 1,772,369 1,919,920

負債合計 6,106,669 5,994,601

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,788 1,241,788

資本剰余金 1,189,873 1,189,873

利益剰余金 10,804,520 11,101,729

自己株式 △340,544 △340,887

株主資本合計 12,895,638 13,192,504

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △19,890 △26,337

為替換算調整勘定 △1,294,363 △1,137,176

その他の包括利益累計額合計 △1,314,254 △1,163,514

純資産合計 11,581,384 12,028,989

負債純資産合計 17,688,053 18,023,591



（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：千円）

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 11,392,624 12,890,583

売上原価 9,411,741 10,919,947

売上総利益 1,980,882 1,970,636

販売費及び一般管理費 1,333,943 1,339,778

営業利益 646,939 630,858

営業外収益   

受取利息 17,873 13,549

受取配当金 1,677 1,679

投資不動産賃貸料 13,480 13,480

保険解約返戻金 14,026 －

為替差益 － 78,115

その他 11,612 30,555

営業外収益合計 58,669 137,380

営業外費用   

支払利息 77,874 61,493

減価償却費 11,036 15,726

シンジケートローン手数料 10,303 10,347

為替差損 96,555 －

その他 11,859 10,103

営業外費用合計 207,628 97,672

経常利益 497,980 670,566

特別利益   

固定資産売却益 9,854 6,870

特別利益合計 9,854 6,870

特別損失   

固定資産売却損 464 －

減損損失 35,590 50,887

関係会社整理損失引当金繰入額 － 35,231

特別損失合計 36,055 86,119

税金等調整前四半期純利益 471,779 591,317

法人税、住民税及び事業税 228,212 185,484

法人税等調整額 14,174 20,607

法人税等合計 242,387 206,091

少数株主損益調整前四半期純利益 229,392 385,225

四半期純利益 229,392 385,225



（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：千円）

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 229,392 385,225

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,767 △6,447

為替換算調整勘定 △488,843 157,187

その他の包括利益合計 △494,611 150,739

四半期包括利益 △265,219 535,965

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △265,219 535,965

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。 

   

   

当社は、平成24年11月２日開催の取締役会の決議に基づき、当第３四半期連結会計期間において、市場買付によ

り当社普通株式 株を取得しました。これにより、当第３四半期連結会計期間末において、自己株式が

千円増加し、 千円となっております。 

   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ．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） 

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：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引の消去 千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「ゴルフ事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。 

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、 千円であります。 

    

（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

58,600 25,063

340,887

（５）セグメント情報等

   

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

ゴルフ事業 
ステンレス 

事業 
自動車等鍛
造部品事業 

計 

売上高             

外部顧客に対する売上高  6,100,319  740,135  4,552,169  11,392,624  －  11,392,624

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 7,424  －  －  7,424  △7,424  －

計  6,107,744  740,135  4,552,169  11,400,048  △7,424  11,392,624

セグメント利益  181,212  78,249  801,872  1,061,333  △414,394  646,939

△414,394 △7,424

△406,970

35,590



Ⅱ．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） 

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：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引の消去 千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「ステンレス事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。 

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、 千円であります。 

   

   

   

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

ゴルフ事業 
ステンレス 

事業 
自動車等鍛
造部品事業 

計 

売上高             

外部顧客に対する売上高  7,107,340  746,193  5,037,050  12,890,583  －  12,890,583

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 6,929  －  －  6,929  △6,929  －

計  7,114,269  746,193  5,037,050  12,897,513  △6,929  12,890,583

セグメント利益  128,045  67,789  837,498  1,033,334  △402,475  630,858

△402,475 △6,929

△395,546

50,887
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