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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 42,462 △0.5 981 37.0 582 146.0 442 ―

23年3月期第2四半期 42,692 △26.2 716 △68.7 236 △85.6 △73 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △522百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,599百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 3.35 ―

23年3月期第2四半期 △0.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 120,120 39,502 32.7
23年3月期 123,849 40,291 32.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  39,233百万円 23年3月期  40,017百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 2.00 2.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 94,000 △1.0 2,800 △19.8 1,800 △34.1 1,000 △32.3 7.56



(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 

(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 
  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。 

4.  その他

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 133,984,908 株 23年3月期 133,984,908 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,771,888 株 23年3月期 1,770,534 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 132,213,717 株 23年3月期2Q 132,216,697 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済の状況は、東日本大震災の発生による停滞状況からサプライチェ

ーンの復旧に伴い持ち直しの動きが続いています。しかし、電力供給の制限、国内産業の海外移転、欧州諸国の財

政・金融危機による円高の進行など、依然として不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況の中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、鉄管部門で耐震管の出荷が上向い

たこと、機械部門で粉体機器、鍛圧機の売上高が増加しましたが、厳しい業界環境下で建材部門、素形材部門他で

需要が減少したことにより、売上高は前第２四半期連結累計期間比230百万円減収の42,462百万円となりました。 

利益面では原材料の上昇が続いたものの、原価改善をはじめ、管理販売費の削減につとめたことなどにより、

営業利益は981百万円(前第２四半期連結累計期間比264百万円増益)、経常利益は582百万円(前第２四半期連結累計

期間比345百万円増益)となりました。また、四半期純利益は、特別利益として有価証券の売却益、特別損失として

有価証券の評価損を計上したことにより442百万円(前第２四半期連結累計期間比516百万円増益)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、鉄管部門におきまして東日本大震災の被災地区における発

注が低調であったものの、首都圏や中京地域他で第３四半期以降出荷予定物件の前倒しなどにより売上を伸ばしま

したが、機種の統廃合を行ったバルブ部門の売上が減少しました。これらにより、前第２四半期連結累計期間比

111百万円減収の24,290百万円となりました。 

 営業利益につきましては、バルブ部門において収益改善が実施されたものの、鉄管部門で付加価値の高い粉体塗

装管の出荷が伸びなかったこと、主原料を中心とした材料高の影響により、前第２四半期連結累計期間比134百万

円減益の517百万円となりました。 
  
 「機械システム事業」は、売上高につきましては、機械部門において、海外向けの鍛圧機ならびに大型粉体機器

およびこれらのメンテナンス関連の増加により売上を伸ばしましたが、素形材部門において鋳物、破砕製品などで

売上が減少しました。これらにより、前第２四半期連結累計期間比98百万円減収の9,568百万円となりました。 

 営業利益につきましては、低粗利物件が減少し、利益率の高い個別物件や採算性に優れたメンテナンス物件およ

びこれらの原価改善などにより、前第２四半期連結累計期間比616百万円増益の452百万円となりました。 
  
 「産業建設資材事業」は、売上高につきましては、建材部門において、東京地区の大型オフィスビル建設が本格

化したこと、昨年度後半からのマンション着工件数の増加に伴う出荷増などにより、空調、建築製品は増加したも

のの、消音製品の出荷は減少したことにより減収となりました。また、化成品部門においても、東日本大震災の影

響により、農水分野、電力分野のいずれも発注量が減少しており、これらから前第２四半期連結累計期間比19百万

円減収の8,603百万円となりました。 

 営業利益につきましては、亜鉛鉄板、樹脂関係原料を中心に原材料高となりましたが、コストダウンに注力した

結果、前第２四半期連結累計期間比11百万円増益の60百万円となりました。 

  

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２四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、投

資有価証券などの減少により、前連結会計年度末比3,729百万円減少の120,120百万円となりました。   

 一方、負債におきましては支払手形及び買掛金、短期借入金などの減少により、前連結会計年度末比2,940百万

円減少の80,617百万円となりました。 

 純資産におきましては、その他有価証券評価差額金などの減少により、前連結会計年度末比788百万円減少の

39,502百万円となりました。 
  
《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、前連結会計年度末より

177百万円増加の16,777百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四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3,273百万円となりました。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２四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833百万円となりました。これは主に有形及び

無形固定資産の取得による支出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２四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2,232百万円となりました。これは主に短期お

よび長期の借入金の返済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24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年11月２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」の通り第２四半期連結累計期間における業績については変更しておりますが、通期連結業績予想につ

いては変更ありません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,627 17,005

受取手形及び売掛金 36,044 32,003

商品及び製品 7,756 8,256

仕掛品 4,930 6,316

原材料及び貯蔵品 2,061 1,976

その他 1,552 1,381

貸倒引当金 △206 △254

流動資産合計 68,767 66,685

固定資産   

有形固定資産   

土地 24,484 24,484

その他（純額） 17,076 16,719

有形固定資産合計 41,560 41,204

無形固定資産   

その他 376 313

無形固定資産合計 376 313

投資その他の資産   

投資有価証券 10,146 8,959

その他 4,068 3,716

貸倒引当金 △1,071 △758

投資その他の資産合計 13,144 11,917

固定資産合計 55,081 53,435

資産合計 123,849 120,120
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,410 21,265

短期借入金 29,407 28,392

1年内返済予定の長期借入金 18,714 18,089

未払法人税等 269 224

引当金 1,776 1,503

その他 4,628 4,858

流動負債合計 77,206 74,334

固定負債   

社債 44 33

長期借入金 1,108 813

退職給付引当金 3,348 3,651

その他の引当金 744 722

その他 1,106 1,062

固定負債合計 6,352 6,283

負債合計 83,558 80,617

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 2,218 2,397

自己株式 △385 △385

株主資本合計 39,979 40,157

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 38 △923

繰延ヘッジ損益 － △0

その他の包括利益累計額合計 38 △923

少数株主持分 273 269

純資産合計 40,291 39,502

負債純資産合計 123,849 120,120
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 42,692 42,462

売上原価 32,773 32,522

売上総利益 9,918 9,940

販売費及び一般管理費 9,201 8,958

営業利益 716 981

営業外収益   

受取配当金 62 106

不動産賃貸料 71 70

その他 187 110

営業外収益合計 320 287

営業外費用   

支払利息 381 324

その他 419 362

営業外費用合計 800 686

経常利益 236 582

特別利益   

投資有価証券売却益 24 27

貸倒引当金戻入額 45 －

環境対策引当金戻入額 38 －

その他 8 －

特別利益合計 117 27

特別損失   

投資有価証券評価損 178 159

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 101 －

その他 58 0

特別損失合計 338 160

税金等調整前四半期純利益 15 450

法人税、住民税及び事業税 171 140

法人税等調整額 △69 △130

法人税等合計 102 10

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△86 440

少数株主損失（△） △12 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △73 442
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△86 440

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,512 △962

繰延ヘッジ損益 0 △0

その他の包括利益合計 △1,512 △962

四半期包括利益 △1,599 △522

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,586 △519

少数株主に係る四半期包括利益 △13 △2
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 15 450

減価償却費 1,180 1,128

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40 △264

受取利息及び受取配当金 △70 △112

支払利息 381 324

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） 8 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,530 5,029

たな卸資産の増減額（△は増加） △505 △1,800

仕入債務の増減額（△は減少） △4,332 △1,327

退職給付引当金の増減額（△は減少） △549 302

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △22 △27

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 178 159

関係会社株式売却損益（△は益） 14 －

有形及び無形固定資産除却損 19 16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 101 －

その他 △642 △407

小計 4,348 3,470

利息及び配当金の受取額 175 203

利息の支払額 △382 △316

法人税等の支払額 △308 △83

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,833 3,273

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） △0 △200

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △3 △5

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 68 69

有形及び無形固定資産の取得による支出 △763 △678

有形及び無形固定資産の売却による収入 656 29

関係会社の清算による収入 16 －

関係会社株式の取得による支出 △50 －

関係会社株式の売却による収入 5 －

貸付けによる支出 － △5

貸付金の回収による収入 17 16

その他 △75 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △127 △833

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） △2,645 △1,015

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 △825 △919

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 △0

配当金の支払額 △0 △263

少数株主への配当金の支払額 △2 △1

リース債務の返済による支出 △18 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,002 △2,232

現金及び現金同等物に係る換算差額 △122 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 580 177

現金及び現金同等物の期首残高 14,891 16,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,471 16,777
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 該当事項はありません。 

  

  

 （セグメント情報）  

 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22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  

   

 （単位：百万円）

（注）1 セグメント利益の調整額179百万円には、セグメント間取引消去68百万円、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149百万円及び棚卸資産の調整額△38百万円が含まれていま

す。 

   2 セグメント利益又はセグメント損失(△)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  24,402  9,667  8,622  42,692 －  42,692

セグメント間の内部売上
高又は振替高  47  0  321  370  △370 － 

計  24,449  9,667  8,944  43,062  △370  42,692

セグメント利益又は 

       セグメント損失(△) 
 652  △163  48  537  179  716
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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  

   

 （単位：百万円）

（注）1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△48百万円には、セグメント間取引消去27百万円、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△19百万円及びたな卸資産の調整額

△55百万円が含まれています。 

   2 セグメント利益又はセグメント損失(△)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  24,290  9,568  8,603  42,462 －  42,462

セグメント間の内部売上
高又は振替高  75  0  316  392  △392 － 

計  24,366  9,569  8,919  42,854  △392  42,462

セグメント利益又は 

       セグメント損失(△) 
 517  452  60  1,029  △48  981

（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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