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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３四半期  74,102  4.9  4,698  3.7  5,280  11.4  2,710  37.3

24年３月期第３四半期  70,646  4.6  4,533  △31.7  4,738  △29.7  1,974  △43.6

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 4,526百万円（ ％） －   24年３月期第３四半期 △419百万円 （ ％） －

  
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  56.47  －

24年３月期第３四半期  40.53  －

  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  115,498  46,480  34.9  836.71

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３四半期 40,264百万円   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： 無



※  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３Ｑ 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３Ｑ 1,635,098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３Ｑ 47,995,477株 24年３月期３Ｑ 48,714,997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３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）における経済情勢は、欧州の財政

懸念の長期化や中国・インド等における経済成長の減速等の影響により、依然として先行き不透明な状況が続い

ております。 

 このような経済環境のなか、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。欧州や中国・インド等における景気減速、長引く需要の低迷等の影響は受けつつも

前年同期比では売上・利益共に増加することとなりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は741億２百万円（前年同期比4.9％増）、連結営業利益は

46億98百万円（前年同期比3.7％増）、連結経常利益は52億80百万円（前年同期比11.4％増）、連結四半期純利

益は27億10百万円（前年同期比37.3％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、欧州の不振や中国の成長鈍化の影響により海外向けが大きく落ち込みまし

たが、一方国内では事業の譲受けにより当第３四半期会計期間からアキュムレータ製品の販売が開始され、又自

動車向け機器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429億98百万円（前年同期比10.2%

増）、営業利益は22億39百万円（前年同期比11.3%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や国内電力業界向け製品の販売は増

加しましたが、半導体業界の大幅な落ち込みに加え、中国・インドの減速影響を受け、当セグメントの売上高は

202億23百万円（前年同期比1.0%減）、営業利益は19億42百万円（前年同期比0.6%減）となりました。  

[舶用業界向け事業]  

 舶用業界向け製品は、引き続き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74億76百万円（前年同期比10.9%減）、営業利益は10億30百万円（前年同期比17.7%減）となり

ました。 

[航空宇宙業界向け事業] 

 航空宇宙業界向け製品は、宇宙関連商品の大幅な増加に加え、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34億３百万円（前年同期比21.6%増）、営業利益は20百万円（前年同期は営業損失

93百万円）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３四半期連結会計期間末の資産は1,154億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ81億22百万円増加い

たしました。これは主として有形固定資産の増加34億59百万円、棚卸資産の増加34億12百万円及び投資有価証券

の増加11億18百万円によるものであります。 

[負債] 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は690億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億10百万円増加いた

しました。これは主として流動負債その他に含まれております未払金の増加22億42百万円、借入金の増加16億82

百万円によるものであります。 

[純資産] 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は464億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億12百万円増加い

たしました。これは主として利益剰余金の増加20億62百万円、為替換算調整勘定の増加10億７百万円及び少数株

主持分の増加６億48百万円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 

 現時点における平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月９日の「平成25年３月期 第２四

半期決算短信」で公表いたしました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）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３四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。 

   

   

   

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 12,456 12,427

受取手形及び売掛金 25,790 25,772

商品及び製品 3,399 5,260

仕掛品 5,449 6,663

原材料及び貯蔵品 3,767 4,105

その他 4,160 4,539

貸倒引当金 △215 △237

流動資産合計 54,809 58,531

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,170 12,662

機械装置及び運搬具（純額） 11,072 13,383

その他（純額） 8,413 8,070

有形固定資産合計 30,656 34,116

無形固定資産   

のれん 6,231 5,607

その他 370 828

無形固定資産合計 6,602 6,435

投資その他の資産   

投資有価証券 9,313 10,432

その他 6,294 6,236

貸倒引当金 △300 △253

投資その他の資産合計 15,307 16,414

固定資産合計 52,566 56,966

資産合計 107,375 115,498



（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   

買掛金 5,897 6,338

短期借入金 14,271 14,258

未払法人税等 1,436 1,017

賞与引当金 1,815 1,260

その他の引当金 111 132

その他 12,380 15,748

流動負債合計 35,914 38,755

固定負債   

長期借入金 19,433 21,129

退職給付引当金 8,196 8,196

役員退職慰労引当金 87 114

その他 1,175 822

固定負債合計 28,892 30,261

負債合計 64,807 69,017

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,407 11,455

利益剰余金 23,913 25,975

自己株式 △1,080 △995

株主資本合計 44,731 46,927

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 89 149

為替換算調整勘定 △7,819 △6,812

その他の包括利益累計額合計 △7,730 △6,662

少数株主持分 5,567 6,215

純資産合計 42,568 46,480

負債純資産合計 107,375 115,498



（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 70,646 74,102

売上原価 54,154 56,935

売上総利益 16,492 17,167

販売費及び一般管理費 11,958 12,468

営業利益 4,533 4,698

営業外収益   

受取利息 153 95

受取配当金 169 51

持分法による投資利益 893 528

為替差益 － 128

その他 443 620

営業外収益合計 1,660 1,424

営業外費用   

支払利息 608 510

為替差損 692 －

その他 154 332

営業外費用合計 1,455 843

経常利益 4,738 5,280

特別利益   

固定資産売却益 13 9

その他 1 5

特別利益合計 14 14

特別損失   

固定資産売却損 0 9

固定資産除却損 50 48

事業再編損 － 370

その他 17 24

特別損失合計 69 452

税金等調整前四半期純利益 4,683 4,843

法人税等 2,044 1,492

少数株主損益調整前四半期純利益 2,639 3,350

少数株主利益 665 640

四半期純利益 1,974 2,710



（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 2,639 3,350

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △53 60

為替換算調整勘定 △2,306 901

持分法適用会社に対する持分相当額 △699 213

その他の包括利益合計 △3,059 1,175

四半期包括利益 △419 4,526

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △477 3,778

少数株主に係る四半期包括利益 58 748



  該当事項はありません。 

   

   

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：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△590百万円は、セグメント間取引消去32百万円及びのれん償却△622百万円

      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  

 

 

39,027

112

 

 

20,428

829

 8,391

72

   

2,798

－

  

 

70,646

1,014

 

 

－

△1,014

70,646

－

 計  39,140   21,257  8,464   2,798   71,661  △1,014   70,646

 セグメント利益又は損失（△）   2,013   1,953   1,250   △93   5,123   △590   4,533



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：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△533百万円は、セグメント間取引消去14百万円及びのれん償却△548百万円

      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  

 

 

42,998

169

 

 

20,223

127

 7,476

12

   

3,403

－

  

 

74,102

309

 

 

－

△309

74,102

－

 計  43,167   20,351  7,489   3,403   74,412   △309   74,102

 セグメント利益   2,239   1,942   1,030   20   5,232   △533   4,698

（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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