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（百万円未満切捨て）

（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 63,117 － 3,902 － 3,958 － 2,063 －

2020年12月期第２四半期 55,799 △10.3 2,728 △3.1 2,439 △10.8 1,676 △17.6

（注）包括利益 2021年12月期第２四半期 3,781百万円（－％） 2020年12月期第２四半期 179百万円（△86.1％）

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

2021年12月期第２四半期 23.01 －

2020年12月期第２四半期 18.46 －

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

2021年12月期第２四半期 139,766 78,468 55.6 866.16

2020年12月期 140,681 75,167 52.8 828.76

（参考）自己資本 2021年12月期第２四半期 77,645百万円 2020年12月期 74,292百万円

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

2020年12月期 － 5.00 － 4.00 9.00

2021年12月期 － 9.00

2021年12月期（予想） － 9.00 18.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 130,500 － 8,100 － 8,000 － 4,550 － 50.75

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30日）

（注）当社は、2020年度より決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、2021年12月期第２四半期

（2021年１月１日から2021年６月30日）と比較対象となる2020年12月期第２四半期（2020年４月１日から2020年９

月30日）の期間が異なるため、2021年12月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

（２）連結財政状態

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

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

２．当社は、2020年度より決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、2020年12月期は2020

年４月１日から2020年12月31日までの９ヵ月間となっております。そのため、対前期増減率については記載し

ておりません。



（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益

通期 130,500 13.3％ 8,100 52.0％ 8,000 48.9％ 4,550 35.2％

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期２Ｑ 90,396,511株 2020年12月期 90,396,511株

②  期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 753,426株 2020年12月期 753,057株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 89,643,220株 2020年12月期２Ｑ 90,774,950株

［参考］2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～12月31日）の前年同期調整後増減率

上記の％表示（調整後増減率）は、2020年度連結業績を12ヵ月間（2020年１月１日から2020年12月31日）に調整して

2021年度連結業績予想と比較した増減率です。なお、12ヵ月間（2020年１月１日から2020年12月31日）に調整した2020

年度連結業績は、監査の対象外です。

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

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

（注）詳細は、添付資料Ｐ．10「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（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

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）

（注）当社は、「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しており、当該信託が保有する当社株式を、期末自己株式数に含め

ております。（2021年12月期２Ｑ 477,535株、2020年12月期 477,535株）

また、当該信託が保有する当社株式を、期中平均株式数（四半期累計）の計算において控除する自己株式に

含めております。（2021年12月期２Ｑ 477,535株、2020年12月期２Ｑ 501,624株）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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

っての注意事項等については、添付資料Ｐ．４「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想など

の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

　当社は、2021年８月６日（金）に機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配

布する四半期決算補足説明資料については、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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（単位：百万円）

前年同一期間
当第２四半期
連結累計期間

増減額
増減率
（％）

売上高 59,637 63,117 3,479 5.8

営業利益 3,158 3,902 743 23.5

経常利益 3,566 3,958 392 11.0

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,091 2,063 △28 △1.3

（単位：百万円）

外部売上高 営業損益

前年同一期間
当第２四半期
連結累計期間

増減額
増減率
（％）

前年同一期間
当第２四半期
連結累計期間

増減額
増減率
（％）

バルブ事業 49,529 49,757 228 0.5 5,338 5,348 10 0.2

伸銅品事業 9,415 12,743 3,328 35.3 △200 460 661 －

その他 692 616 △76 △11.1 △236 △210 25 －

調整額 － － － － △1,742 △1,696 46 －

合計 59,637 63,117 3,479 5.8 3,158 3,902 743 23.5

１．当四半期決算に関する定性的情報

当社は、前連結会計年度（2020年度）より決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。決算期の変更によ

り、前連結会計年度は、2020年４月１日から2020年12月31日までの９ヵ月間となっております。

これに伴い、「（１）経営成績に関する説明」における前年同四半期連結累計期間との比較については、2020年１

月１日から６月30日までの６ヵ月間を「前年同一期間」として算出した参考数値（監査対象外）と比較しておりま

す。なお、「（２）財政状態に関する説明（キャッシュ・フローの状況）」につきましては、前年同四半期累計期間

との比較は行っておりません。

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各国で経済活動

への制限が継続されました。また、ワクチン接種の拡大による経済回復が期待される一方で、変異株による感染拡

大が新たな懸念材料となるなど、先行き不透明な状況が続きました。国内経済においても、緊急事態宣言の再発令

やまん延防止等重点措置の延長により経済活動が制限されるなど、厳しい状況が継続しました。

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間は、バルブ事業において、原材料価格の高騰に伴い、本年４月

１日出荷分より実施した価格改定の効果やそれに伴う仮需の発生の他、半導体製造設備向けが好況を維持したこと

により、増収となりました。伸銅品事業においても、原材料相場の上昇に伴う販売価格の上昇及び販売量の増加に

より増収となりました。その結果、売上高の総額は前年同一期間比5.8％増の631億17百万円となりました。

損益面では、営業利益は、バルブ事業における増収による増益や、伸銅品事業における増収及び生産性向上によ

る増益により、前年同一期間比23.5％増の39億２百万円となり、経常利益は、前年同一期間比11.0％増の39億58百

万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、減損損失を計上したことにより、前年同一期間比1.3％減の20億63

百万円となりました。

セグメントごとの経営成績は、次の通りであります。

① バルブ事業

バルブ事業の外部売上高は、国内市場では、半導体製造設備向けが好調に推移した他、原材料価格の高騰に伴

い、本年４月１日出荷分より実施した価格改定の効果やそれに伴う仮需の発生はありましたが、工業向けの販売量

減少等により減収となりました。海外市場においては、欧州向けが減収となったものの、半導体製造設備向けを中

心にアジア向け及び米国向けが増収となったことから、前年同一期間比0.5％増の497億57百万円となりました。営

業利益は、半導体製造設備向けの増収による増益等により、前年同一期間比0.2％増の53億48百万円となりまし

た。
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② 伸銅品事業

伸銅品事業の外部売上高は、売価に影響を与える原材料相場の上昇に伴う販売価格の上昇と販売量の増加によ

り、前年同一期間比35.3％増の127億43百万円となりました。営業利益は、増収及び生産性向上による増益により

４億60百万円の営業利益（前年同一期間は２億円の営業損失）となりました。

③ その他

その他の外部売上高は、ホテル事業において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の再発令によ

る宿泊客の減少等により、前年同一期間比11.1％減の６億16百万円となりました。営業損益は、２億10百万円の営

業損失（前年同一期間は２億36百万円の営業損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、売上債権の増加やたな卸資産の増加はありましたが、現金

及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ９億15百万円減少し1,397億66百万円となりました。

負債につきましては、買掛債務の増加はありましたが、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ42

億17百万円減少し612億97百万円となりました。

純資産につきましては、配当金の支払いはありましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益20億63百万円の計

上や為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ33億１百万円増加し784億68百万円となりまし

た。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四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、前連結会計年度末に比

べ57億53百万円減の276億11百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

① 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36億14百万円、減価償却費32億87百万円となった他、仕入債務の増加19億32百万円等

により、売上債権の増加25億61百万円、たな卸資産の増加22億89百万円はありましたが、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは38億97百万円の資金の増加となりました。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

バルブ事業を中心に有形固定資産の取得による支出19億98百万円等を行った結果、投資活動によるキャッシュ・

フローは18億60百万円の資金の減少となりました。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

長短期借入金の調達及び返済による純減額71億73百万円や配当金の支払い３億60百万円等を行った結果、財務活

動によるキャッシュ・フローは83億30百万円の資金の減少となりました。
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売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ）

（2021年５月12日発表）
129,500 7,700 7,500 4,400 49.08

今回修正予想（Ｂ） 130,500 8,100 8,000 4,550 50.75

増減額（Ｂ－Ａ） 1,000 400 500 150 －

増減率（％） 0.8 5.2 6.7 3.4 －

（ご参考）調整後前年同期実績

（2020年１月１日～2020年12月

31日の連結業績）

115,138 5,328 5,372 3,366 37.01

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、2021年５月12日に公表いたしました連結業績予想を下記の通り修正い

たします。

2021年12月期通期連結業績予想の修正（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）前期は決算期変更により2020年４月１日から2020年12月31日までの９ヵ月間となっているため、前年同期実績は前

年同一期間である2020年1月１日から2020年12月31日までの連結業績に調整して記載しております（監査対象外）。

2021年12月期の通期連結業績予想につきましては、バルブ事業において、原材料価格の高騰に伴い、本年８月２

日出荷分より実施した本年２度目の価格改定の効果や、米国向けや中国向けを中心に海外市場が一部回復傾向等に

あることから、売上高の増加が見込まれます。

損益につきましては、海外市場での増収による増益や経費削減が見込まれることから、2021年５月12日に公表い

たしました連結業績予想を修正するものであります。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 33,720 27,881

受取手形及び売掛金 16,209 18,795

電子記録債権 8,017 8,299

商品及び製品 9,238 10,264

仕掛品 5,593 6,470

原材料及び貯蔵品 7,405 8,417

その他 1,706 1,943

貸倒引当金 △127 △124

流動資産合計 81,765 81,947

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,786 10,545

機械装置及び運搬具（純額） 13,166 12,820

土地 10,249 9,979

その他（純額） 8,100 8,752

有形固定資産合計 42,303 42,099

無形固定資産

のれん 395 397

その他 5,816 5,021

無形固定資産合計 6,211 5,418

投資その他の資産 10,401 10,301

固定資産合計 58,916 57,819

資産合計 140,681 139,766

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,693 7,841

1年内償還予定の社債 474 474

短期借入金 6,979 1,030

1年内返済予定の長期借入金 2,733 2,723

未払法人税等 316 1,250

賞与引当金 1,321 2,166

役員賞与引当金 104 90

その他 5,709 5,143

流動負債合計 23,332 20,721

固定負債

社債 31,192 30,954

長期借入金 6,888 5,723

役員退職慰労引当金 263 214

役員株式給付引当金 182 206

退職給付に係る負債 699 713

資産除去債務 417 422

その他 2,538 2,340

固定負債合計 42,182 40,576

負債合計 65,514 61,297

純資産の部

株主資本

資本金 21,207 21,207

資本剰余金 5,726 5,726

利益剰余金 47,925 49,628

自己株式 △491 △492

株主資本合計 74,367 76,070

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,478 1,536

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △1,683 △76

退職給付に係る調整累計額 132 115

その他の包括利益累計額合計 △74 1,575

非支配株主持分 874 823

純資産合計 75,167 78,468

負債純資産合計 140,681 139,766
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 55,799 63,117

売上原価 40,913 47,010

売上総利益 14,885 16,107

販売費及び一般管理費 12,157 12,205

営業利益 2,728 3,902

営業外収益

受取利息 14 15

受取配当金 117 80

為替差益 － 65

保険収入 23 151

その他 272 249

営業外収益合計 427 563

営業外費用

支払利息 131 140

売上割引 146 147

為替差損 169 －

デリバティブ評価損 143 171

その他 126 47

営業外費用合計 717 506

経常利益 2,439 3,958

特別利益

有形固定資産売却益 3 6

投資有価証券売却益 164 －

その他 16 2

特別利益合計 183 9

特別損失

有形固定資産除売却損 47 15

減損損失 22 334

臨時休業による損失 35 －

その他 18 3

特別損失合計 124 353

税金等調整前四半期純利益 2,498 3,614

法人税等 814 1,487

四半期純利益 1,683 2,126

非支配株主に帰属する四半期純利益 7 62

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,676 2,063

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 1,683 2,126

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 468 58

繰延ヘッジ損益 △3 1

為替換算調整勘定 △1,967 1,612

退職給付に係る調整額 △1 △16

その他の包括利益合計 △1,503 1,654

四半期包括利益 179 3,781

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 238 3,713

非支配株主に係る四半期包括利益 △58 67

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30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 2,498 3,614

減価償却費 3,293 3,287

投資有価証券売却損益（△は益） △163 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 826

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △37 23

受取利息及び受取配当金 △132 △96

支払利息 131 140

売上債権の増減額（△は増加） 2,567 △2,561

たな卸資産の増減額（△は増加） 574 △2,289

その他の流動資産の増減額（△は増加） 234 △358

仕入債務の増減額（△は減少） △1,667 1,932

その他の流動負債の増減額（△は減少） 131 △445

その他 △55 407

小計 7,389 4,480

利息及び配当金の受取額 134 98

利息の支払額 △130 △140

法人税等の支払額 △445 △541

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,947 3,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,102 △1,998

有形固定資産の売却による収入 26 10

無形固定資産の取得による支出 △134 △125

投資有価証券の取得による支出 △13 △6

投資有価証券の売却による収入 208 －

定期預金の純増減額（△は増加） 418 110

その他 24 149

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,571 △1,860

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） 164 △5,982

長期借入れによる収入 2,003 11

長期借入金の返済による支出 △1,022 △1,202

社債の発行による収入 9,932 －

社債の償還による支出 △237 △237

配当金の支払額 △927 △360

自己株式の取得による支出 △1,756 △0

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は

増加）
755 －

その他 △577 △559

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,334 △8,330

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,698 △5,753

現金及び現金同等物の期首残高 17,920 33,364

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△

は減少）
136 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,755 27,611

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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２四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

を使用する方法を採用しております。
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（単位：百万円）

バルブ
事業

伸銅品
事業

その他
（注１）

調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書

計上額
（注３）

売上高

外部顧客への売上高 47,122 8,056 619 － 55,799

セグメント間の内部売上高又
は振替高 55 724 11 △791 －

計 47,178 8,780 631 △791 55,799

セグメント利益又は損失（△） 4,830 △182 △204 △1,715 2,728

（単位：百万円）

バルブ
事業

伸銅品
事業

その他
（注１）

調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書

計上額
（注３）

売上高

外部顧客への売上高 49,757 12,743 616 － 63,117

セグメント間の内部売上高又
は振替高 95 1,183 11 △1,290 －

計 49,853 13,927 627 △1,290 63,117

セグメント利益又は損失（△） 5,348 460 △210 △1,696 3,902

（セグメント情報）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30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

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル及びレストラン事業等

を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△1,715百万円には、セグメント間取引消去△２百万円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△1,713百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の本社の総務

人事部、経理部、経営企画部等の発生費用で、幕張本社ビルの管理費用を含んでおります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30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

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル及びレストラン事業等

を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△1,696百万円には、セグメント間取引消去△20百万円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△1,676百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の本社の総務

人事部、経理部、経営企画部等の発生費用で、幕張本社ビルの管理費用を含んでおります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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。
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