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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 18,822 1.1 2,744 △11.3 2,850 △9.1 1,977 7.0
24年3月期第3四半期 18,612 10.2 3,095 44.1 3,135 41.9 1,848 47.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,080百万円 （43.3％） 24年3月期第3四半期 1,452百万円 （54.0％）

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 93.04 ―
24年3月期第3四半期 87.00 ―

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 44,337 38,994 87.6 1,827.59
24年3月期 45,728 37,605 81.9 1,762.40
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  38,833百万円 24年3月期  37,448百万円

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 ― 16.00 ― 16.00 32.00
25年3月期 ― 16.00 ―
25年3月期（予想） 17.00 33.00

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 25,740 4.3 3,570 △6.6 3,660 △6.8 2,770 112.1 130.36



(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 P3 「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）詳細は、添付資料 P3 「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 
  この四半期連結決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
  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意事項については、添付資料P3「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。 

※  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   ：  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 21,803,295 株 24年3月期 21,803,295 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 554,782 株 24年3月期 554,645 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 21,248,605 株 24年3月期3Q 21,248,689 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の世界経済は、欧州債務危機の解決に向けて前進がみられたものの、米国経済の緩慢

な回復やBRICs経済の減速など、世界各国の景況は厳しい状況が続きました。期初に震災復興やエコカー補助金な

ど内需が牽引していた日本経済も、７－９月期に入ると歴史的な円高に中国向け輸出不振も加わって景気の減速感

が一段と強くなりました。内閣府による７－９月期の実質GDP成長率は、年率で前期比マイナス3.5%と、景気が後

退局面に入っているとの市場の観測を裏付ける結果となっています。 

日銀が発表した昨年12月の企業短期経済観測調査（短観）でも、景気低迷が顕著になっています。企業の景況

感を示す業況判断指数（DI＝「良い」から「悪い」を引いた割合）は、大企業製造業でマイナス12となり、前回調

査の９月から９ポイント悪化しました。悪化は２四半期（半年）連続で、日中関係の悪化による輸出低迷や日本製

品の販売不振も響きました。業種別では、自動車が前回のプラス19からマイナス９と28ポイント下落と急激に悪化

しました。半導体製造装置など生産用機械はマイナス11からマイナス18と７ポイント悪化。化学もマイナス４から

マイナス10と６ポイント悪化するなど、幅広い業種で大幅に下落しました。 

 このような国内外市場の経営環境の中で、当社グループは震災復興や耐震工事などに伴う内需の底上げと、着実

な経済成長を遂げているASEANなどアジア市場の需要増に支えられました。この結果、当第３四半期連結累計期間

における売上高は188億22百万円となり、前第３四半期連結累計期間186億12百万円と比較すると1.1%の増収となり

ました。営業利益は27億44百万円となり、同30億95百万円と比較すると11.3%の減益、経常利益は28億50百万円と

なり、同31億35百万円と比較すると9.1%の減益、四半期純利益は19億77百万円となり、同18億48百万円と比較する

と7.0%の増益となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりです。 

迅速流体継手事業は、国内は自動車や半導体などセットメーカー向けの需要減退が鮮明となり、海外市場では

米国向けが底堅かったものの、欧州市場の需要が低迷しました。この結果、売上高は71億32百万円（前第３四半期

連結累計期間比2.7%の減収）となりました。利益面では、売上高の減少によって、セグメント利益12億78百万円

（同11.3%の減益）となりました。 

機械工具事業は、国内は建設・土木など鉄骨加工向け工具・刃物の需要が伸長し、アジア市場の堅調な需要と

も相まって、売上高は72億44百万円（同9.8%の増収）となりました。利益面では、売上高の増加によって、セグメ

ント利益11億74百万円（同12.7%の増益）となりました。 

リニア駆動ポンプ事業は、国内で医療機器に組み込むコンプレッサが好調を持続しましたが浄化槽ブロワの需

要は減少し、海外市場では医療機器に組み込むコンプレッサの減少によって、売上高は28億44百万円（同9.0%の減

収）となりました。利益は売上げの減少とタイ洪水の代替生産によるコストアップによって、セグメント利益２億

１百万円（同60.3%の減益）となりました。 

建築機器事業は、マンションやオフィスビル、ショッピングセンター向けにオートヒンジ需要が堅調で、売上

高は16億１百万円（同2.8%の増収）となりました。利益面では厳しい価格競争のため、セグメント利益90百万円

（同14.4％の減益）となりました。 

海外売上高は、62億57百万円（前第３四半期連結累計期間比2.3%の減収）となり、海外売上高の連結売上高に

占める割合は33.2%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資産合計は、443億37百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億90百万円

の減少となりました。  

 資産の部では、流動資産は305億９百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億65百万円の減少となりまし

た。これは主に、現金及び預金の減少24億58百万円、原材料及び貯蔵品の減少１億60百万円および商品及び製品の

増加３億69百万円、受取手形及び売掛金の増加２億66百万円等によるものです。 

 固定資産は、138億28百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億74百万円の増加となりました。これは主

に、有形固定資産の増加５億68百万円等によるものです。 

 負債の部では、流動負債は、25億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して30億66百万円の減少となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金の減少16億９百万円、未払法人税等の減少13億55百万円、賞与引当金の減少

２億69百万円等によるものです。 

 固定負債は、27億60百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億87百万円の増加となりました。これは主

に、退職給付引当金の増加１億47百万円等によるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



 純資産の部では、四半期純利益は19億77百万円でしたが、配当金の支払い６億79百万円があったため、利益剰余

金は、12億97百万円の増加で372億84百万円となりました。また為替換算調整勘定が69百万円の増加、その他有価

証券評価差額金が19百万円増加、少数株主持分が３百万円増加したため純資産の部は、389億94百万円となり、前

連結会計年度末を比較して13億88百万円の増加となりました。     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予測につきましては、平成24年５月８日の「平成24年３月期決算短信」で公表しました通期の連結業績

予想から変更はありません。 

  なお、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および合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、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。

（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。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

減価償却方法の変更 

 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 17,547 15,088

受取手形及び売掛金 6,078 6,344

有価証券 2,999 2,999

商品及び製品 2,806 3,176

仕掛品 244 195

原材料及び貯蔵品 1,895 1,734

繰延税金資産 678 646

その他 228 334

貸倒引当金 △3 △10

流動資産合計 32,474 30,509

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,584 9,223

減価償却累計額 △4,469 △3,895

建物及び構築物（純額） 5,115 5,328

機械装置及び運搬具 2,786 3,155

減価償却累計額 △2,217 △2,298

機械装置及び運搬具（純額） 569 856

工具、器具及び備品 5,721 5,984

減価償却累計額 △5,127 △5,323

工具、器具及び備品（純額） 593 661

土地 4,091 4,098

リース資産 466 652

減価償却累計額 △139 △201

リース資産（純額） 327 451

建設仮勘定 296 165

有形固定資産合計 10,993 11,562

無形固定資産   

その他 128 118

無形固定資産合計 128 118

投資その他の資産   

投資有価証券 1,153 1,187

長期貸付金 170 144

繰延税金資産 577 562

その他 246 269

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 2,132 2,148

固定資産合計 13,253 13,828

資産合計 45,728 44,337



（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 2,399 790

リース債務 71 102

未払法人税等 1,462 107

賞与引当金 552 283

役員賞与引当金 13 －

その他 1,149 1,299

流動負債合計 5,649 2,582

固定負債   

リース債務 255 348

退職給付引当金 1,848 1,996

役員退職慰労引当金 200 223

資産除去債務 25 23

その他 143 168

固定負債合計 2,473 2,760

負債合計 8,122 5,343

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,850 1,850

資本剰余金 1,925 1,925

利益剰余金 35,987 37,284

自己株式 △916 △916

株主資本合計 38,846 40,143

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 208 228

為替換算調整勘定 △1,607 △1,538

その他の包括利益累計額合計 △1,398 △1,309

少数株主持分 157 160

純資産合計 37,605 38,994

負債純資産合計 45,728 44,337



（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 18,612 18,822

売上原価 9,549 9,896

売上総利益 9,062 8,925

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,653 1,674

賞与引当金繰入額 152 158

退職給付費用 178 180

役員退職慰労引当金繰入額 23 23

販売促進費 501 519

研究開発費 555 478

その他 2,903 3,146

販売費及び一般管理費合計 5,967 6,181

営業利益 3,095 2,744

営業外収益   

受取利息 53 52

受取配当金 22 31

為替差益 － 8

受取家賃 33 31

その他 47 68

営業外収益合計 155 192

営業外費用   

売上割引 66 61

為替差損 30 －

その他 18 25

営業外費用合計 115 86

経常利益 3,135 2,850

特別利益   

受取保険金 － 160

特別利益合計 － 160

特別損失   

災害による損失 19 22

特別損失合計 19 22

税金等調整前四半期純利益 3,115 2,989

法人税等 1,258 1,002

少数株主損益調整前四半期純利益 1,857 1,986

少数株主利益 8 9

四半期純利益 1,848 1,977



（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 1,857 1,986

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26 19

為替換算調整勘定 △378 75

その他の包括利益合計 △405 94

四半期包括利益 1,452 2,080

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,457 2,065

少数株主に係る四半期包括利益 △5 15



 該当事項はありません。 

   

  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 

 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

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 

 該当事項はありません。  

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 

 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

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 

 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

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 迅速流体継
手 

機械工具 
リニア駆動
ポンプ 

建築機器 

売上高           

外部顧客への売上高  7,329  6,599  3,126  1,557  18,612

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

計  7,329  6,599  3,126  1,557  18,612

セグメント利益  1,441  1,041  507  105  3,095

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 迅速流体継
手 

機械工具 
リニア駆動
ポンプ 

建築機器 

売上高           

外部顧客への売上高  7,132  7,244  2,844  1,601  18,822

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  7,132  7,244  2,844  1,601  18,822

セグメント利益  1,278  1,174  201  90  2,744
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