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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 72,026 3.1 4,713 58.7 4,291 80.8 4,116 171.6
24年3月期第3四半期 69,866 1.4 2,969 18.1 2,373 38.0 1,515 △1.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 4,408百万円 （616.2％） 24年3月期第3四半期 615百万円 （△31.4％）

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 31.14 ―
24年3月期第3四半期 11.46 ―

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 127,598 45,992 35.8
24年3月期 129,052 42,116 32.4
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  45,696百万円 24年3月期  41,842百万円

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 ― 2.00 2.00
25年3月期 ― 2.00 ―
25年3月期（予想） 2.00 4.00

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 97,000 △0.1 5,200 22.7 4,500 21.3 4,000 81.3 30.26



(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 

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」（１）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、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仮定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、四半期決
算短信（添付資料）Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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 133,984,908 株 24年3月期 133,984,908 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,782,444 株 24年3月期 1,773,229 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 132,206,438 株 24年3月期3Q 132,213,363 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の状況は、東日本大震災の復興需要等による内需拡大が堅調に推

移しつつも、欧州債務問題や中国をはじめとする新興国の成長鈍化傾向等、先行きの不透明な状況が続きました。

しかしながら2012年12月の衆議院選挙後に発足した新政権による経済対策への期待感からの円安・株高等景気回復

に向けた明るい兆しも見え始めました。 

 このような状況の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、鉄管部門で出荷が堅調に推移し、

化学装置部門で工事進行基準による大型物件の売上計上に加え、二次電池関連プラントの完工などにより、売上高

は前第３四半期連結累計期間比2,159百万円増収の72,026百万円となりました。 

利益面では増収による増益に加え、原材料を中心に原価改善が進んだことなどにより、営業利益は4,713百万円

(前第３四半期連結累計期間比1,743百万円増益)、経常利益は4,291百万円(前第３四半期連結累計期間比1,917百万

円増益)、四半期純利益は、4,116百万円(前第３四半期連結累計期間比2,600百万円増益)となりました。 

    
セグメントの業績は、次の通りであります。 
  
 「パイプシステム事業」は、売上高につきましては、鉄管部門において、耐震管を中心に堅調に推移し、バルブ

部門においても海外向けを中心に高機能バルブの出荷が堅調のうえ、電力・鉄鋼分野でも増加したことなどによ

り、前第３四半期連結累計期間比1,785百万円増収の42,188百万円となりました。 

 営業利益につきましては、鉄管部門で耐震管を中心とした高付加価値製品の出荷増加および原価低減に加え、バ

ルブ部門でも増収による増益に加え、個別物件ごとの原価改善が進んだことなどにより、前第３四半期連結累計期

間比1,353百万円増益の3,133百万円となりました。 
  
 「機械システム事業」は、売上高につきましては、素形材部門において、破砕機器を中心に増加し、化学装置部

門でも工事進行基準による大型物件の売上計上に加え、二次電池関連プラントの完工などにより、前第３四半期連

結累計期間比1,854百万円増収の16,923百万円となりました。  

 営業利益につきましては、増収による増益に加え、各種原価改善などにより、前第３四半期連結累計期間比47百

万円増益の881百万円となりました。  
  
 「産業建設資材事業」は、売上高につきましては、化成品部門において、工事の進捗遅れによる出荷量の減少に

加え、建材部門においても、消音製品などの出荷が減少したことにより、前第３四半期連結累計期間比1,479百万

円減収の12,914百万円となりました。 

 営業利益につきましては、建材部門において減収により減益となったものの、化成品部門では売上構成の改善な

どにより、前第３四半期連結累計期間比46百万円増益の431百万円となりました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、商品及び製品、仕掛品などが増加した反面、受取手形及び売掛金、現

金及び預金などの減少により、前連結会計年度末比1,454百万円減少の127,598百万円となりました。   

 一方、負債におきましては支払手形及び買掛金、長期借入金などの減少により、前連結会計年度末比5,330百万

円減少の81,605百万円となりました。 

 純資産におきましては、四半期純利益の計上、その他有価証券評価差額金の増加、配当金の支払いなどにより、

前連結会計年度末比3,876百万円増加の45,992百万円となりました。 
  
《キャッシュ・フローの状況》 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より

2,052百万円減少の17,594百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は2,417百万円となりました。これは売上債権の

減少による資金の増加、たな卸資産の増加による資金の減少、仕入債務の減少による資金の減少などによるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は1,291百万円となりました。これは主に有形及

び無形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は3,190百万円となりました。これは主に長期借

入金の返済、配当金の支払い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 

 平成25年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成25年２月８日に公表いたしました「業績予想の修正に

関するお知らせ」の通り変更しております。   

   

（１）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) 

 一部の連結子会社は、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額は軽微で

あります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：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 19,673 17,616

受取手形及び売掛金 39,821 37,992

商品及び製品 7,591 8,353

仕掛品 5,483 7,232

原材料及び貯蔵品 2,174 2,256

その他 2,319 1,831

貸倒引当金 △208 △122

流動資産合計 76,855 75,158

固定資産   

有形固定資産   

土地 22,630 22,630

その他（純額） 16,402 16,360

有形固定資産合計 39,033 38,990

無形固定資産   

その他 262 220

無形固定資産合計 262 220

投資その他の資産   

投資有価証券 9,522 9,845

その他 3,885 3,852

貸倒引当金 △506 △468

投資その他の資産合計 12,901 13,229

固定資産合計 52,197 52,439

資産合計 129,052 127,598
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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 28,640 27,510

短期借入金 30,394 30,243

未払法人税等 283 196

引当金 1,754 728

その他 5,814 5,333

流動負債合計 66,887 64,013

固定負債   

社債 22 11

長期借入金 15,717 13,246

退職給付引当金 3,213 3,284

その他の引当金 22 22

その他 1,073 1,026

固定負債合計 20,049 17,591

負債合計 86,936 81,605

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,186 31,186

資本剰余金 6,959 6,959

利益剰余金 4,160 7,748

自己株式 △385 △388

株主資本合計 41,920 45,506

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △77 190

その他の包括利益累計額合計 △77 190

少数株主持分 273 296

純資産合計 42,116 45,992

負債純資産合計 129,052 127,598
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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 69,866 72,026

売上原価 53,259 53,758

売上総利益 16,607 18,267

販売費及び一般管理費 13,637 13,554

営業利益 2,969 4,713

営業外収益   

受取配当金 108 105

不動産賃貸料 105 104

その他 189 202

営業外収益合計 403 412

営業外費用   

支払利息 470 418

その他 528 415

営業外費用合計 998 834

経常利益 2,373 4,291

特別利益   

投資有価証券売却益 27 7

特別利益合計 27 7

特別損失   

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 735 －

その他 0 0

特別損失合計 735 0

税金等調整前四半期純利益 1,665 4,297

法人税、住民税及び事業税 158 255

法人税等調整額 △14 △98

法人税等合計 143 156

少数株主損益調整前四半期純利益 1,522 4,140

少数株主利益 6 24

四半期純利益 1,515 4,116
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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 1,522 4,140

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △906 268

その他の包括利益合計 △906 268

四半期包括利益 615 4,408

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 609 4,384

少数株主に係る四半期包括利益 6 24
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,665 4,297

減価償却費 1,686 1,638

貸倒引当金の増減額（△は減少） △428 △123

受取利息及び受取配当金 △116 △108

支払利息 470 418

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △0 △0

売上債権の増減額（△は増加） △2,806 2,482

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,687 △2,592

仕入債務の増減額（△は減少） 4,650 △1,246

退職給付引当金の増減額（△は減少） 466 71

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △27 △6

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 735 －

有形及び無形固定資産除却損 40 41

その他 △728 △1,965

小計 3,918 2,906

利息及び配当金の受取額 270 255

利息の支払額 △458 △417

法人税等の支払額 △235 △327

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,495 2,417

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △100 5

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △6 △4

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 69 24

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,191 △1,267

有形及び無形固定資産の売却による収入 30 1

関係会社株式の取得による支出 △19 －

関係会社株式の売却による収入 － 0

関係会社の減資による収入 － 79

貸付けによる支出 △5 －

貸付金の回収による収入 22 8

その他 △585 △138

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,785 △1,291

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,077 △105

リース債務の返済による支出 △33 △41

長期借入れによる収入 17,000 －

長期借入金の返済による支出 △18,567 △2,517

社債の償還による支出 △11 △11

自己株式の取得による支出 △0 △2

配当金の支払額 △263 △512

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,954 △3,190

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,283 △2,052

現金及び現金同等物の期首残高 16,600 19,646

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,316 17,594
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 該当事項はありません。 

   

   

（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：百万円）

（注）1 セグメント利益の調整額△27百万円には、セグメント間取引消去40百万円、各報告セグメントが負担する販

売間接費、一般管理費、試験研究費の配分差額2百万円及びたな卸資産の調整額△70百万円が含まれていま

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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）1 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）2 

パイプシス 
テム事業 

機械シス 
テム事業 

産業建設 
資材事業 

売上高             

外部顧客への売上高  40,403  15,068  14,394  69,866 －  69,866

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 108  0  735  844  △844 － 

計  40,512  15,069  15,129  70,711  △844  69,866

セグメント利益  1,779  833  384  2,997  △27  2,969
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 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267百万円には、セグメント間取引消去39百万円、各報告セグメントが負担する販

売管理費、一般管理費、試験研究費の配分差額350百万円及びたな卸資産の調整額△122百万円が含まれてい

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。 

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）1 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）2 

パイプシス 
テム事業 

機械シス 
テム事業 

産業建設 
資材事業 

売上高             

外部顧客への売上高  42,188  16,923  12,914  72,026 －  72,026

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 131  30  680  842  △842 － 

計  42,320  16,953  13,594  72,868  △842  72,026

セグメント利益  3,133  881  431  4,445  267  4,713

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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