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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 25,281 2.4 3,284 △14.1 3,525 △10.2 2,828 116.6
24年3月期 24,678 9.0 3,823 35.7 3,927 35.2 1,306 △18.2

（注）包括利益 25年3月期 3,574百万円 （231.7％） 24年3月期 1,077百万円 （△10.3％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 133.12 ― 7.3 7.6 13.0
24年3月期 61.47 ― 3.5 8.7 15.5

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 ―百万円 24年3月期 ―百万円

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 46,516 40,488 86.6 1,896.42
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 40,296百万円 24年3月期 37,448百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 1,081 △1,369 △778 10,926
24年3月期 2,273 1,051 △757 11,562

2.  配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00 679 52.1 1.8
25年3月期 ― 16.00 ― 17.00 33.00 701 24.8 1.8
26年3月期(予想) ― 17.00 ― 17.00 34.00 30.2

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 13,490 7.7 1,840 △2.6 1,870 △2.4 1,180 1.3 55.53
通期 26,830 6.1 3,570 8.7 3,700 4.9 2,390 △15.5 112.48



※  注記事項
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

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 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 554,782 株 24年3月期 554,645 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 21,248,582 株 24年3月期 21,248,679 株

（参考）個別業績の概要

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 21,969 3.1 1,518 △17.6 2,315 △2.9 1,624 69.0
24年3月期 21,307 8.2 1,842 31.5 2,383 38.9 961 △4.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 76.47 ―
24年3月期 45.26 ―

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 38,151 34,130 89.5 1,606.26
24年3月期 38,007 33,090 87.1 1,557.30

（参考） 自己資本 25年3月期 34,130百万円 24年3月期 33,090百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査の手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表
の監査手続き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
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記
予想値と異なる場合があります。

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 11,510 1.5 1,550 54.4 1,120 69.1 52.71
通期 23,000 4.7 2,920 26.1 2,100 29.2 98.83
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度における日本経済は、公共事業に伴う内需増加が全体的に底支えとなったものの、世界的な景気

回復の遅れと円高により輸出が振るわず、秋口には景気の腰折れが鮮明となりました。内閣府が３月に発表した平成

24年10～12月期の国内総生産（GDP)速報値は、年率で前期比0.2％の微増と３四半期ぶりにプラスに転じましたが、

依然として企業活動は停滞感がぬぐえません。 

 しかし、安倍政権の発足により昨年まで懐疑視されていたリフレ理論が経済政策の主流となり、長期にわたって低

迷してきた日本経済に変化の兆しが出始めました。今年に入って大幅な円高の修正と株高となり、この流れが黒田日

銀総裁による異次元の金融緩和へと連なり、日本企業を苦しめてきたデフレの閉塞感に風穴を開けています。 

このような経営環境の中で当社グループは、国内では公共事業を始めとした鉄骨加工向け機械工具・刃物の需要

が増加した半面、カプラ需要が全体的に減少し、とりわけ半導体向けが低迷を続けました。海外では、ASEAN・中国

などアジア市場や米国の堅調な需要に支えられました。こうした内外市場の動向を合わせると、当社の業況は景気落

ち込みが鮮明になった年度後半に苦戦を強いられました。その結果、業績は次のようになりました。 

 当連結会計年度の売上高は252億81百万円となり、前連結会計年度246億78百万円と比較すると2.4%の増収となりま

した。営業利益は32億84百万円となり、同38億23百万円と比較すると14.1%の減益、経常利益は35億25百万円とな

り、同39億27百万円と比較すると10.2%の減益、当期純利益は28億28百万円となり、同13億６百万円と比較すると

116.6％の増益となりました。なお、当期純利益は、タイ国洪水被害で補填された保険金収入を第４四半期に計上し

たことから大幅な増益となりました。 

事業の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］ 

 国内市場は、半導体向けが低位横ばいを続け、自動車向けも前半堅調だったものの後半に減速するなど、全体とし

て需要が低迷しました。海外市場は米国が健闘したものの、欧州や極東が低迷しました。その結果、売上高は94億54

百万円（前連結会計年度比2.6％の減収）となりました。売り上げの減少とタイ洪水の代替生産によるコストアップ

の影響によって、営業利益は15億89百万円（同11.1％の減益）となりました。 

［機械工具事業］ 

 国内市場は、震災復興や耐震工事関連の建築・金属加工向けの工具と刃物類が好調を持続しました。海外市場は、

米国とASEANが好調でしたが、その他の地域は低迷しました。その結果、売上高は97億34百万円（同8.5％の増収）と

なりました。売り上げの増加によって、営業利益は15億19百万円（同11.6％の増益）となりました。 

［リニア駆動ポンプ事業］ 

 タイ洪水被害により生産に遅れが生じていましたが、国内での代替生産により、売上減少を 小限に抑えることが

できました。その結果、売上高は39億58百万円（同0.1％の増収）となりました。しかしながら、国内での代替生産

のコストアップによって、営業利益は67百万円（同88.5％の減益）となりました。 

［建築機器事業］ 

 国内市場は、中心吊りオートヒンジがオフィスビルや公共施設向けに引き続いて伸長し、引き戸用クローザも健闘

しました。海外市場も小規模ながら、堅調な販売を維持しました。その結果、売上高は21億34百万円（同4.1％の増

収）となりました。利益面では、営業利益は１億８百万円（同17.5％の増益）となりました。 

海外売上高は89億７百万円（前連結会計年度比7.0％の増収）、海外売上高が連結売上高に占める割合は35.2％と

なりました。 

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産残高は、前連結会計年度末に比べて７億88百万円（前連結年度末比1.7%）増加し465億16

百万円となりました。これは主にその他（未収入金）の増加５億57百万円、商品及び製品の増加５億26百万円、機械

装置及び運搬具（純額）の増加４億７百万円、建設仮勘定の増加３億39百万円、建物及び構築物（純額）の増加１億

66百万円、現金及び預金の減少13億９百万円によるものであります。 

負債残高は、前連結会計年度末に比べて20億94百万円（前連結会計年度比25.8%）減少し60億28百万円となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金の減少15億10百万円、未払法人税等の減少９億58百万円、退職給付引当金の増加

２億17百万円によるものであります。 

純資産残高は、前連結会計年度末に比べて28億82百万円（前連結会計年度比7.7%）増加し404億88百万円となりま

した。これは主に利益剰余金の増加21億48百万円、為替換算調整勘定の増加６億３百万円によるものであります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析



     ② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、定期預金の払戻による収

入131億21百万円、税金等調整前当期純利益43億38百万円、減価償却費11億７百万円、有価証券の償還による収入５

億１百万円等による増加があったものの、定期預金の預入による支出119億48百万円、法人税等の支払額24億37百万

円、有形固定資産の取得による支出20億17百万円、仕入債務の減少額15億84百万円、有価証券の取得による支出10億

１百万円、配当金の支払額６億79百万円等による減少があったため、前連結会計年度末より６億35百万円減少し、当

連結会計年度末には109億26百万円となりました。 

    ＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、10億81百万円（前連結会計年度比52.4%減）となりまし

た。これは、主に法人税等の支払額24億37百万円、仕入債務の減少額15億84百万円、受取保険金８億37百万円等によ

る資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益43億38百万円、減価償却費11億７百万円、退職給付引当金の

増加額２億11百万円等の資金の増加があったこと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＞ 

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、13億69百万円（前連結会計年度は、得られた資金10億51

百万円）となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入131億21百万円、有価証券の償還による収入５億１

百万円等による資金の増加があったものの、定期預金の預入による支出119億48百万円、有形固定資産の取得による

支出20億17百万円、有価証券の取得による支出10億１百万円等による資金の減少があったこと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＞ 

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、７億78百万円（前連結会計年度比2.8%増）となりまし

た。これは主に配当金の支払い６億79百万円、リース債務の返済による支出86百万円等によるものであります。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。 

 上記各指標の算式は以下のとおりであります。 

自己資本比率＝自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産 

債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い 

   （注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   （注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算しております。 

  （注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債

（ただし、リース債務をのぞく）を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー

計算書の利息の支払額を使用しております。 

  平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率（％）  81.9  86.6

時価ベースの自己資本比率（％）  85.2  81.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 

（債務償還年数） 
 －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ  7,821.7  1,765.1



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分は、当社グループ全体の将来の事業展開を見据えた設備投資・新技術の開発・新事業分野の開拓等

に必要な資金確保と、近年多発している自然災害等の緊急時にも事業を継続するための内部留保を充実し、併せて株

主の皆様にも安定的な利益還元に努めることを基本方針としております。当社はこの基本方針に基づき、連結当期純

利益の30%を目処に配当することとしております。 

 前期平成24年３月期の配当は、タイ洪水による損失と移転価格税制による税金の引当という特殊要因を除いて配当

性向30%をお支払いしました。 

 当期平成25年３月期の配当は、タイ洪水の損失を補填する保険金収入がありましたが、前期の配当は保険金収入が

あることを見越して、配当をお支払いしていますので、当期の配当計算には保険金収入を除いて配当性向30%を適用

し、既にお支払い済みの中間配当金16円に期末配当金17円を加え、年間配当金は33円としました。 

 平成26年３月期の配当は、１株あたり普通配当として中間配当17円、期末配当17円とし、年間配当は34円を予定し

ております。なお、今後、移転価格税制に関する税金の還付があった場合には、配当計算から除いて配当する予定で

す。  

(1）経営の基本方針 

 当社は、創立以来「開発は企業の保険なり」の社是のもと、事業活動に取り組み、産業界の省力・省人化、作業環

境の改善を通じて社会に貢献することを基本方針に掲げております。この基本方針に基づいて、高機能・高品質・高

信頼性の製品づくりに努め、モノづくり日本を支えるメーカーとして持続可能な成長を続け、企業価値を高めてまい

ります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、総資産経常利益率（ＲＯＡ）を経営指標としております。当連結会計年度の連結ＲＯＡは7.6％の実績で

したが、中期的には通期での連結ＲＯＡ15％達成を目指しております。 

(3）中長期的な経営戦略 

 当社の中長期的な経営戦略は、お客様に喜んでいただける「ホンモノ」のモノづくりによる企業文化を継承し、技

術力世界一、独創的なオンリーワン製品の開発、日東工器ブランドの向上、さらには企業価値の向上を目指すことで

あります。 

(4）会社の対処すべき課題 

  平成26年３月期の日本経済は、円安・株高を好感して景気が押し上げられ、緩やかな回復を続けると予想していま

す。リフレ政策による歴史的な円高の修正、世界景気の回復ペースの高まりによって輸出の増加を期待でき、自動車

関連など企業は生産を増やし始めています。足元の景気も、デフレ脱却期待から個人消費にようやく明るさが見え始

めており、内閣府の政府経済見通しでは国内総生産（GDP）の実質成長率を2.5％程度（名目成長率は2.7％程度）と

発表しています。 

 このようにデフレ脱却に動き出し、明るさの見え始めた経済状況の中で、当社グループは以下のような施策を計画

しています。 

 研究開発面では、中・長期的な視点から必要な経営資源を投入し、当社の得意な分野での研究に取り組み、売上高

に占める新製品比率を高めていきます。既存製品については、ユーザーニーズへの敏速な対応に努めるのと併行し

て、環境や食品分野など新しい用途開発に取り組みます。また海外向け製品開発を強化・拡充し、新興国市場の実情

に適合する製品開発に努めます。 

 生産面においては、長期的な観点に立った設備投資により、業務の効率化や内作比率の向上によるコストダウンを

追求します。また不断の品質向上に努めて、ブランド力のさらなる強化を期してまいります。 

 販売面においては、国内市場ではユーザーに根差した活動を加速させ、マーケティングを徹底することにより市場

に合った製品の供給に全力を注ぎます。具体的には、キャラバンカー・出前フェアなどを通じて地元密着型の営業を

推進、併せてユーザーに的確なソリューションを提供して新たな需要を掘り起こします。海外市場では、国境を越え

て日本と海外が連携して、グローバルな営業活動を進めていきます。当面、現地法人や代理店などの既存販路の強

化・拡大を進めるとともに、成長著しい新興国の販路開拓にも重点的に取り組んでいきます。 

 建築機器事業部は、顧客の求めている製品をタイムリーに市場投入するとともに、とりわけ当社が強みを発揮して

いる中心吊オートヒンジは、住宅・オフィスビル市場の大型案件受注にまい進します。また、バリアフリーからニー

ズが高まっている引戸用クローザ市場にも注力していきます。 

  (5）その他経営上の重要事項 

 特筆すべき事項はありません。 

２．経営方針



３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,547 16,238

受取手形及び売掛金 6,078 6,164

有価証券 2,999 2,999

商品及び製品 2,806 3,332

仕掛品 244 201

原材料及び貯蔵品 1,895 1,609

繰延税金資産 678 642

その他 228 840

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 32,474 32,024

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,584 9,233

減価償却累計額 △4,469 △3,951

建物及び構築物（純額） 5,115 5,281

機械装置及び運搬具 2,786 3,089

減価償却累計額 △2,217 △2,113

機械装置及び運搬具（純額） 569 976

工具、器具及び備品 5,721 6,050

減価償却累計額 △5,127 △5,374

工具、器具及び備品（純額） 593 676

土地 4,091 4,127

リース資産 466 652

減価償却累計額 △139 △225

リース資産（純額） 327 427

建設仮勘定 296 635

有形固定資産合計 10,993 12,124

無形固定資産   

その他 128 107

無形固定資産合計 128 107

投資その他の資産   

投資有価証券 1,153 1,301

長期貸付金 170 142

繰延税金資産 577 552

その他 246 278

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 2,132 2,259

固定資産合計 13,253 14,491

資産合計 45,728 46,516



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,399 888

リース債務 71 102

未払法人税等 1,462 504

賞与引当金 552 537

役員賞与引当金 13 14

その他 1,149 1,145

流動負債合計 5,649 3,192

固定負債   

リース債務 255 324

退職給付引当金 1,848 2,066

役員退職慰労引当金 200 232

資産除去債務 25 23

その他 143 188

固定負債合計 2,473 2,835

負債合計 8,122 6,028

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 38,135

自己株式 △916 △916

株主資本合計 38,846 40,995

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 208 304

為替換算調整勘定 △1,607 △1,003

その他の包括利益累計額合計 △1,398 △698

少数株主持分 157 192

純資産合計 37,605 40,488

負債純資産合計 45,728 46,516



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 24,678 25,281

売上原価 12,829 13,559

売上総利益 11,849 11,721

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,232 2,333

賞与引当金繰入額 301 298

退職給付費用 239 269

役員退職慰労引当金繰入額 31 32

販売促進費 642 634

研究開発費 691 673

その他 3,886 4,195

販売費及び一般管理費合計 8,025 8,436

営業利益 3,823 3,284

営業外収益   

受取利息 80 75

受取配当金 22 32

為替差益 2 123

家賃収入 43 41

その他 68 82

営業外収益合計 217 355

営業外費用   

売上割引 89 82

その他 24 32

営業外費用合計 113 114

経常利益 3,927 3,525

特別利益   

受取保険金 － 837

特別利益合計 － 837

特別損失   

災害による損失 303 24

特別損失合計 303 24

税金等調整前当期純利益 3,624 4,338

法人税、住民税及び事業税 1,688 1,463

過年度法人税等 515 －

法人税等調整額 107 30

法人税等合計 2,311 1,493

少数株主損益調整前当期純利益 1,312 2,845

少数株主利益 6 16

当期純利益 1,306 2,828



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,312 2,845

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 85 95

為替換算調整勘定 △320 634

その他の包括利益合計 △235 729

包括利益 1,077 3,574

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,080 3,527

少数株主に係る包括利益 △2 47



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,850 1,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,850 1,850

資本剰余金   

当期首残高 1,925 1,925

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,925 1,925

利益剰余金   

当期首残高 35,371 35,987

当期変動額   

剰余金の配当 △690 △679

当期純利益 1,306 2,828

当期変動額合計 615 2,148

当期末残高 35,987 38,135

自己株式   

当期首残高 △916 △916

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △916 △916

株主資本合計   

当期首残高 38,231 38,846

当期変動額   

剰余金の配当 △690 △679

当期純利益 1,306 2,828

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 615 2,148

当期末残高 38,846 40,995



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 123 208

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 85 95

当期変動額合計 85 95

当期末残高 208 304

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,296 △1,607

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △310 603

当期変動額合計 △310 603

当期末残高 △1,607 △1,003

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △1,172 △1,398

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △225 699

当期変動額合計 △225 699

当期末残高 △1,398 △698

少数株主持分   

当期首残高 163 157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 34

当期変動額合計 △6 34

当期末残高 157 192

純資産合計   

当期首残高 37,222 37,605

当期変動額   

剰余金の配当 △690 △679

当期純利益 1,306 2,828

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △231 734

当期変動額合計 383 2,882

当期末残高 37,605 40,488



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,624 4,338

減価償却費 932 1,107

長期前払費用償却額 13 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 168 211

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 31 32

賞与引当金の増減額（△は減少） 26 △15

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 0

受取利息及び受取配当金 △103 △107

受取保険金 － △837

為替差損益（△は益） △11 △62

売上債権の増減額（△は増加） △542 10

たな卸資産の増減額（△は増加） △688 △11

その他の流動資産の増減額（△は増加） △37 31

仕入債務の増減額（△は減少） 496 △1,584

未払消費税等の増減額（△は減少） △93 △17

その他の流動負債の増減額（△は減少） 78 △75

その他の固定負債の増減額（△は減少） △20 44

その他 104 14

小計 3,971 3,088

利息及び配当金の受取額 100 111

保険金の受取額 － 318

法人税等の支払額 △1,798 △2,437

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,273 1,081

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △21,344 △11,948

定期預金の払戻による収入 23,412 13,121

有価証券の取得による支出 － △1,001

有価証券の償還による収入 － 501

有価証券の売却による収入 －  

投資有価証券の取得による支出 △11 △13

投資有価証券の売却による収入 － 0

有形固定資産の取得による支出 △987 △2,017

有形固定資産の売却による収入 5 16

無形固定資産の取得による支出 △27 △24

長期前払費用の取得による支出 △5 △22

貸付けによる支出 △17 △3

貸付金の回収による収入 25 32

その他 2 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,051 △1,369

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △3 △12

配当金の支払額 △691 △679

リース債務の返済による支出 △61 △86

財務活動によるキャッシュ・フロー △757 △778

現金及び現金同等物に係る換算差額 △191 432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,376 △635

現金及び現金同等物の期首残高 9,185 11,562

現金及び現金同等物の期末残高 11,562 10,926



該当事項はありません。 

  〔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、当連結会計年度より、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。 

１. 報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は、商品別に

事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品の開発・製造に関する戦略を立案し、事業展開を行っております。 

 したがって、当社は、「迅速流体継手事業」、「機械工具事業」、「リニア駆動ポンプ事業」、「建築機器事

業」の４つを報告セグメントとしております。 

「迅速流体継手事業」は、主に産業用の流体配管をワンタッチで着脱する継ぎ手の開発・製造・販売をしてお

ります。 

 「機械工具事業」は、省力化機械工具の開発・製造・販売をしております。  

「リニア駆動ポンプ事業」は、主に浄化槽用のブロワ、健康機器・医療機器に組み込む小型の省力化ポンプの

開発・製造・販売をしております。  

 「建築機器事業」は、主にアームレスのドアクローザの開発・製造・販売をしております。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理基準に基

づく金額により記載しております。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報 

Ⅰ 前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

 （注）１ セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

      ２ セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための対象とはなって

いないため記載しておりません。  

       ３ 減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれております。 

（5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（会計方針の変更）

（セグメント情報）

  （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  9,702  8,971  3,954  2,050  24,678
セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －       －  －  －  －

計  9,702  8,971  3,954  2,050  24,678

セグメント利益  1,787  1,362  581  92  3,823

その他の項目  
減価償却費  314  319  218  93  945



 Ⅱ 当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

 （注）１ セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

      ２ セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための対象とはなって

いないため記載しておりません。  

       ３ 減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれております。 

 （注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。  

 役員の異動 

    ① 代表取締役の異動 

       該当事項はありません。 

    ② その他の役員の異動 

      該当事項はありません。  

  （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  9,454  9,734  3,958  2,134  25,281
セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －       －  －  －  －

計  9,454  9,734  3,958  2,134  25,281

セグメント利益  1,589  1,519  67  108  3,284

その他の項目  
減価償却費  338  372  287  118  1,116

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,762.40

１株当たり当期純利益         円 61.47

１株当たり純資産額 円 1,896.42

１株当たり当期純利益        円 133.12

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  1,306  2,828

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,306  2,828

普通株式の期中平均株式数（株）  21,248,679  21,248,582

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  37,605  40,488

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 157  192

（うち少数株主持分）  (157)  (192)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  37,448  40,296

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
 21,248,650  21,248,513

（重要な後発事象）

４．その他
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