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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）

（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 19,390 △5.3 1,186 △27.7 1,237 △26.3 745 △25.5
24年３月期第３四半期 20,470 4.7 1,640 13.6 1,677 17.7 1,000 23.7

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 749百万円(△23.3％) 24年３月期第３四半期 977百万円( 22.3％)

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 47.27 ―
24年３月期第３四半期 63.48 ―

（２）連結財政状態

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 20,521 9,396 45.8
24年３月期 22,764 8,789 38.6

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 9,396百万円 24年３月期 8,789百万円

２．配当の状況

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 ― 9.00 9.00
25年３月期 ― 0.00 ―

25年３月期(予想) ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成25年３月期の配当金額は未定であります。

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）

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 26,500 △6.5 1,450 △22.8 1,480 △22.8 890 △7.9 56.46

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 15,786,910株 24年３月期 15,786,910株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 22,898株 24年３月期 22,828株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 15,764,020株 24年３月期３Ｑ 15,764,858株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注記事項等については、添付資料３ページ「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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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、震災復興需要やエコカー補助金の効果により緩やか

な回復を見せ、12月の政権交代後の経済政策への期待から円高修正と株価回復傾向が見られるものの、海

外における欧州経済の低迷や中国をはじめとした新興国経済の減速により、景気の先行きは依然として不

透明な状況が続いております。 

 このような状況のなか、当社グループにおきましては、自動車部品部門は国内のエコカー補助金の復活

による堅調な国内需要とアジア向けの低燃費車、コンパクトカー、多目的車の販売好調に支えられ第２四

半期までは堅調に推移しましたが、第３四半期に入り、エコカー補助金の終了に伴う需要の減退により受

注は低迷しました。一方、建設機械部品部門では、国内市場は震災の復興需要が販売台数を底上げしたも

のの、需要帯が小型機にシフトしたことにより売上げは伸び悩みました。また、海外では中国市場の需要

低迷や中国メーカのシェア伸張、加えてアジア・豪州などの資源国向け鉱山機械の需要急減や部品の海外

調達化拡大等により、売上げは大幅に落ち込みました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は193億９千万円（前年同四半期比5.3%減）となりまし

た。部門別では、自動車部品は135億６千６百万円（前年同四半期比9.9%増）、建設機械部品は48億６千

４百万円（前年同四半期比30.6%減）、農業機械部品は６億２百万円（前年同四半期比4.5%減）、その他

部品は３億５千７百万円（前年同四半期比27.0%減）となりました。 

 損益面におきましては、営業利益は11億８千６百万円（前年同四半期比27.7％減）、経常利益は12億３

千７百万円（前年同四半期比26.3％減）、四半期純利益は７億４千５百万円（前年同四半期比25.5％減）

となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は前連結会計年度末に比べ22億４千２

百万円減少し、205億２千１百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は現金及び預金が２億６千９百万円増加、受取手形及び売掛金が16億１千８百

万円減少、売掛債権回収方法の変更により電子記録債権が40億４千６百万円増加、未収入金が43億７千８

百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ16億８千４百万円減少し、118億３千３百万円と

なり、また固定資産は有形固定資産が５億５千６百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ５

億５千８百万円減少し、86億８千７百万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が22億９百万円、未払法人税等が４億９千５百万円減

少したこと等により、前連結会計年度末に比べ28億４千２百万円減少し、106億３百万円となり、固定負

債は、前連結会計年度末に比べ８百万円減少し、５億２千１百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益７億４千５百万円計上による増加、剰余金の配当による１億４千１百万円の減

少等により、前連結会計年度末に比べ６億７百万円増加し、93億９千６百万円となりました。 

  

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
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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５月11日に公表いたしました数値に変更はご

ざいません。 

 なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

  

  税金費用の計算 

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

ています。 

  

  

  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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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 474,673 743,808

受取手形及び売掛金 5,606,879 3,988,266

電子記録債権 133,676 4,179,703

製品 331,156 311,832

仕掛品 1,029,271 1,041,787

原材料及び貯蔵品 1,134,826 1,125,547

未収入金 4,598,305 219,399

その他 209,824 223,535

流動資産合計 13,518,614 11,833,880

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,462,751 2,353,687

機械装置及び運搬具（純額） 3,838,833 3,264,110

土地 2,056,775 2,056,775

その他（純額） 365,509 492,760

有形固定資産合計 8,723,870 8,167,334

無形固定資産 69,120 53,426

投資その他の資産   

投資有価証券 290,524 299,892

その他 168,463 173,338

貸倒引当金 △5,880 △6,080

投資その他の資産合計 453,108 467,150

固定資産合計 9,246,098 8,687,911

資産合計 22,764,713 20,521,791

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,037,804 5,827,846

短期借入金 3,600,000 3,600,000

未払法人税等 573,953 77,971

賞与引当金 294,457 153,253

役員賞与引当金 11,000 12,750

その他 928,751 931,939

流動負債合計 13,445,966 10,603,761

固定負債   

退職給付引当金 244,896 238,673

役員退職慰労引当金 73,500 76,810

資産除去債務 47,263 47,380

その他 164,051 158,422

固定負債合計 529,711 521,286

負債合計 13,975,678 11,125,047
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,641,063 1,641,063

利益剰余金 4,917,335 5,520,629

自己株式 △6,949 △6,976

株主資本合計 8,694,936 9,298,202

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 94,099 98,541

その他の包括利益累計額合計 94,099 98,541

純資産合計 8,789,035 9,396,744

負債純資産合計 22,764,713 20,521,791
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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：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 20,470,230 19,390,429

売上原価 17,851,525 17,253,439

売上総利益 2,618,705 2,136,990

販売費及び一般管理費 977,713 950,398

営業利益 1,640,991 1,186,592

営業外収益   

受取利息 1,110 232

受取配当金 5,660 5,765

受取ロイヤリティー 10,566 13,517

物品売却益 14,758 13,161

助成金収入 19,963 －

受取保険金 － 20,796

その他 16,133 18,886

営業外収益合計 68,193 72,360

営業外費用   

支払利息 18,603 13,269

固定資産処分損 4,527 457

その他 8,103 8,073

営業外費用合計 31,234 21,800

経常利益 1,677,950 1,237,151

特別損失   

固定資産処分損 6,123 2,338

特別損失合計 6,123 2,338

税金等調整前四半期純利益 1,671,826 1,234,813

法人税等 671,142 489,642

少数株主損益調整前四半期純利益 1,000,684 745,171

四半期純利益 1,000,684 745,171
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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：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 1,000,684 745,171

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,091 4,441

その他の包括利益合計 △23,091 4,441

四半期包括利益 977,592 749,612

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 977,592 749,612

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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） 

  

 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） 
  

当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の単一セグメント（連結子会社は鍛工品の製品及び当

社の一部部品加工組立を業としている。）であるため、記載を省略しています。 

  
  

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） 
  

当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の単一セグメント（連結子会社は鍛工品の製品及び当

社の一部部品加工組立を業としている。）であるため、記載を省略しています。 

  

  

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） 
  
 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

（５）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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