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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３四半期 97,847 － 6,523 － 6,664 － 3,827 －

2020年12月期第３四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益 2021年12月期第３四半期 5,175百万円（－％） 2020年12月期第３四半期 －百万円（－％）

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３四半期 42.70 －

2020年12月期第３四半期 － －

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３四半期 140,341 79,048 55.7 872.50

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３四半期 78,214百万円 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 134,000 － 8,450 － 8,500 － 4,550 － 50.75

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年９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、2020年12月期第３四半期

連結財務諸表を作成していないため、2021年12月期第３四半期の対前年同四半期増減率及び2020年12月期第３四半

期連結経営成績（累計）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 134,000 16.4％ 8,450 58.6％ 8,500 58.2％ 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３Ｑ 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３Ｑ 753,711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３Ｑ 89,643,126株 2020年12月期３Ｑ －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）１．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３Ｑ 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３Ｑ 477,535株）

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

第３四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年12月期第３四半期の期中平均株式数（四半期累

計）については記載しておりません。

※  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11月11日（木）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３四半期
連結累計期間

増減額
増減率
（％）

売上高 86,691 97,847 11,156 12.9

営業利益 4,305 6,523 2,217 51.5

経常利益 4,642 6,664 2,022 43.6

親会社株主に帰属する

四半期純利益
2,928 3,827 899 30.7

（単位：百万円）

外部売上高 営業損益

前年同一期間
当第３四半期
連結累計期間

増減額
増減率
（％）

前年同一期間
当第３四半期
連結累計期間

増減額
増減率
（％）

バルブ事業 72,329 76,942 4,613 6.4 7,429 8,791 1,362 18.3

伸銅品事業 13,206 19,827 6,621 50.1 △220 555 775 －

その他 1,155 1,077 △78 △6.8 △294 △255 39 －

調整額 － － － － △2,608 △2,568 40 －

合計 86,691 97,847 11,156 12.9 4,305 6,523 2,217 51.5

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９月30日までの９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３四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、ワクチン接種が進む一

方で、緊急事態宣言の再発令やまん延防止等重点措置の延長の影響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３四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う価格改定の

効果やそれに伴う駆け込み需要の発生の他、半導体製造設備向けが好調に推移したことにより、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12.9％増の978億47百万円となりました。

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51.5％増の65億23百万円となりました。経常利益は、前年同一期間比43.6％増の66

億64百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同一期間比30.7％増の38億27百万円となりました。

セグメントごとの経営成績は、次の通りであります。
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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う

価格改定の効果やそれに伴う駆け込み需要の発生により増収となりました。海外市場では、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中国向け及び米州向けが増収となったことから、前年同一期間比6.4％増

の769億42百万円となりました。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

18.3％増の87億91百万円となりました。

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50.1％増の198億27百万円となりました。営業利益は、増収及び生産性向上による増益により

５億55百万円（前年同一期間は２億20百万円の営業損失）となりました。

③ その他

その他の外部売上高は、ホテル事業で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6.8％減の10億77百万円となり、営業損益は、２億55百万円の営業損失（前年同

一期間は２億94百万円の営業損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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等はありましたが、現

金及び預金の減少や無形固定資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ３億40百万円減少し1,403億41百万円

となりました。

負債につきましては、買掛債務の増加や未払法人税等の増加等はありましたが、短期借入金の減少や長期借入金

の減少等により、前連結会計年度末に比べ42億21百万円減少し612億93百万円となりました。

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38億27百万円の計

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38億80百万円増加し790億48百万円となりまし

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、前連結会計年度末に比べ

71億61百万円減の262億２百万円となりました。

当第３四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62億19百万円、減価償却費49億55百万円となった他、仕入債務の増加25億20百万円等

により、売上債権の増加43億61百万円、たな卸資産の増加40億12百万円等はありましたが、営業活動によるキャッ

シュ・フローは50億97百万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26億55百万円等を行った結果、投資活動によるキャッシュ・

フローは25億82百万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

長短期借入金の純減額78億10百万円、配当金の支払い11億71百万円、社債の償還による支出４億74百万円等を行

った結果、財務活動によるキャッシュ・フローは101億89百万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８月４日発表）
130,500 8,100 8,000 4,550 50.75

今回修正予想（Ｂ） 134,000 8,450 8,500 4,550 50.75

増減額（Ｂ－Ａ） 3,500 350 500 － －

増減率（％） 2.7 4.3 6.3 － －

（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３四半期連結累計期間における業績の進捗状況などを勘案し、2021年８月４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12月31日までの９ヵ月となっているため、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）。

売上高につきましては、バルブ事業において原材料価格の高騰に伴う価格改定の効果やそれに伴う駆け込み需要

の発生の他、国内市場・海外市場でさらなる回復が期待できることから、前回予想を上回る見込みとなりました。

損益につきましては、バルブ事業における増収に伴う増益や経費削減などにより、営業利益及び経常利益が前回

予想を上回る見込みとなったため、2021年８月４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。

なお、親会社株主に帰属する当期純利益については、固定資産の減損リスク等が見込まれるため、前回予想から変

更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 33,720 26,475

受取手形及び売掛金 16,209 19,771

電子記録債権 8,017 9,003

商品及び製品 9,238 11,440

仕掛品 5,593 6,678

原材料及び貯蔵品 7,405 8,619

その他 1,706 1,816

貸倒引当金 △127 △116

流動資産合計 81,765 83,689

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,786 10,417

機械装置及び運搬具（純額） 13,166 12,847

土地 10,249 9,881

その他（純額） 8,100 8,295

有形固定資産合計 42,303 41,441

無形固定資産

のれん 395 348

その他 5,816 4,618

無形固定資産合計 6,211 4,966

投資その他の資産 10,401 10,243

固定資産合計 58,916 56,652

資産合計 140,681 140,341

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３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,693 8,387

1年内償還予定の社債 474 10,474

短期借入金 6,979 988

1年内返済予定の長期借入金 2,733 2,598

未払法人税等 316 1,612

賞与引当金 1,321 1,382

役員賞与引当金 104 141

その他 5,709 5,903

流動負債合計 23,332 31,489

固定負債

社債 31,192 20,717

長期借入金 6,888 5,202

役員退職慰労引当金 263 222

役員株式給付引当金 182 218

退職給付に係る負債 699 711

資産除去債務 417 424

その他 2,538 2,307

固定負債合計 42,182 29,804

負債合計 65,514 61,293

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 50,581

自己株式 △491 △492

株主資本合計 74,367 77,023

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 1,564

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △1,683 △480

退職給付に係る調整累計額 132 107

その他の包括利益累計額合計 △74 1,191

非支配株主持分 874 833

純資産合計 75,167 79,048

負債純資産合計 140,681 140,341
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 97,847

売上原価 72,779

売上総利益 25,068

販売費及び一般管理費 18,544

営業利益 6,523

営業外収益

受取利息 24

受取配当金 119

為替差益 166

保険収入 152

その他 333

営業外収益合計 797

営業外費用

支払利息 206

売上割引 226

デリバティブ評価損 149

その他 74

営業外費用合計 656

経常利益 6,664

特別利益

有形固定資産売却益 15

その他 3

特別利益合計 19

特別損失

有形固定資産除売却損 43

減損損失 408

その他 12

特別損失合計 464

税金等調整前四半期純利益 6,219

法人税等 2,278

四半期純利益 3,940

非支配株主に帰属する四半期純利益 112

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,827

（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）
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益 3,940

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 85

繰延ヘッジ損益 1

為替換算調整勘定 1,173

退職給付に係る調整額 △24

その他の包括利益合計 1,235

四半期包括利益 5,175

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,093

非支配株主に係る四半期包括利益 82

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９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 6,219

減価償却費 4,955

賞与引当金の増減額（△は減少） 41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 43

受取利息及び受取配当金 △143

支払利息 206

減損損失 408

売上債権の増減額（△は増加） △4,361

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,012

その他の流動資産の増減額（△は増加） △126

仕入債務の増減額（△は減少） 2,520

その他の流動負債の増減額（△は減少） 265

その他 231

小計 6,248

利息及び配当金の受取額 145

利息の支払額 △240

法人税等の支払額 △1,055

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,097

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 △2,655

有形固定資産の売却による収入 32

無形固定資産の取得による支出 △180

投資有価証券の取得による支出 △16

定期預金の純増減額（△は増加） 111

その他 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,582

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） △5,987

長期借入れによる収入 11

長期借入金の返済による支出 △1,833

社債の償還による支出 △474

配当金の支払額 △1,171

自己株式の取得による支出 △0

その他 △732

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,189

現金及び現金同等物に係る換算差額 511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,161

現金及び現金同等物の期首残高 33,364

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,202

（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

を使用する方法を採用しております。

（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 76,942 19,827 1,077 － 97,847

セグメント間の内部売上高又は
振替高

156 1,856 16 △2,030 －

計 77,099 21,684 1,094 △2,030 97,847

セグメント利益又は損失（△） 8,791 555 △255 △2,568 6,523

（セグメント情報）

当第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021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△2,568百万円には、セグメント間取引消去△18百万円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△2,549百万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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