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  （百万円未満四捨五入）

（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  23,841  △6.0  285  △65.1  557  △25.0  △2,836  －

24年３月期第３四半期  25,364  8.3  817  51.3  742  84.5  277  489.2

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 △2,778百万円（ ％） －   24年３月期第３四半期 △94百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第３四半期  △29.04  －

24年３月期第３四半期  2.84  －

  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月期第３四半期  46,006  34,675  75.4  355.05

24年３月期  49,812  38,041  76.4  389.49

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 34,675百万円   24年３月期 38,041百万円 

  
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 

24年３月期  － 3.00 － 3.00  6.00

25年３月期  － 3.00 －    

25年３月期（予想）      3.00  6.00

（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．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）

  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  33,000  △3.1  500  △56.9  900  △21.2  △2,600  －  △26.62

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名）、除外   社  （社名） 

  

  

 

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

－ －

（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.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2）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。

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

（注）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 (3）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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 99,002,000株 24年３月期 99,002,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 1,337,461株 24年３月期 1,332,943株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 97,666,545株 24年３月期３Ｑ 97,674,916株

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せん。

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。
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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事業環境は、震災復興需要の下支え、国内自動車生産台数の回復など一時持

ち直しの動きがみられましたが、長引く円高、欧米財政問題、中国経済の減速などを背景に半導体産業の設備投資

抑制及びデジタル家電市場の低迷により、市況は総体的に厳しい状況となりました。  

 このような事業環境の中、当社グループは、新規商品提案および新規顧客開拓のために販売体制の強化、生産お

よび物流の効率化、更には固定費の削減に努めましたが、売上が伸びずに厳しい状況で推移しました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円(前年同期比 ％)となり、営業利益は 百万

円(前年同期比 ％）、経常利益は 百万円(前年同期比 ％)、繰延税金資産を取り崩したため、四半期

純損失は 百万円(前年同期の四半期純利益は 百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①管材システム事業 

 当セグメントにおいては、国内民間設備投資が低調であり、主力商品であるバルブ・パイプ・継手類の売上が

伸び悩み、エンジニアリング部門においても工事案件が大幅に減少しました。また、半導体市況の低迷によりダ

イマトリクスシリーズの販売も大きく減少しました。このような中で、生産・調達・物流効率化の推進、また、

固定費削減に努めましたが売上高減少による利益減少をカバーするには至りませんでした。 

 その結果、当セグメントの売上高は15,077百万円(前年同期比△7.7％)、営業利益は528百万円(前年同期比

△39.4％)となりました。 
  

②樹脂事業 

 当セグメントにおいては、主力の鋳物用樹脂及びＲＣＳは、国内自動車生産台数が震災とタイ洪水の減産から

の回復により期の前半は回復の様相を伺わせるものの、円高による自動車海外生産シフト、また、エコカー補助

金の終了に伴う国内自動車販売数の減少により、後半は低調に推移したため国内での販売が大幅に減少しまし

た。発泡材料用樹脂はブランド浸透が進み設計折込みの件数が増加した事により売上が増加し、電子材料用樹脂

は特需への柔軟な対応により売上を伸ばしました。工業用樹脂及び成形材料用樹脂の売上は建材・自動車用途の

減少により減少しました。利益面では、工場の操業低下と、愛知工場でリニューアルした生産設備稼働による減

価償却費の増加が、大きく利益を圧迫しました。 

 その結果、当セグメントの売上高は8,765百万円(前年同期比△2.9％)、営業損失は227百万円(前年同期の営業

利益は54百万円)となりました。 

   

（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資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しまし

た。これは受取手形及び売掛金などの減少、投資有価証券の償還や繰延税金資産を取り崩したことによる投資その

他の資産の減少によるものです。負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。

これは主に支払手形及び買掛金の減少によるものです。純資産は 百万円となり、前連結会計期間年度末に比

べ 百万円減少しました。これはその他有価証券評価差額金の増加がありましたが、四半期純損失を計上した

ことと配当金の支払いがあったためです。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、 近の業績動向等を踏まえ、平成24年７月31日に公表しました通期の業績予想を

修正いたしました。 

 なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

23,841 △6.0 285

△65.1 557 △25.0

2,836 277

46,006 3,806

11,330 441

34,675

3,366
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

 主として当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

半期純利益に当該実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

     

   

（３）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） 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、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

利益はそれぞれ39百万円増加しております。 

     

   

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 4,535 5,826

受取手形及び売掛金 13,630 12,038

たな卸資産 7,185 7,110

その他 898 406

貸倒引当金 △25 △18

流動資産合計 26,222 25,362

固定資産   

有形固定資産 13,318 13,992

土地 6,032 6,032

その他（純額） 7,286 7,961

無形固定資産 293 260

投資その他の資産   

投資有価証券 5,310 4,239

その他 4,690 2,174

貸倒引当金 △22 △21

投資その他の資産合計 9,978 6,391

固定資産合計 23,590 20,644

資産合計 49,812 46,006

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,898 6,187

短期借入金 38 38

未払法人税等 79 72

引当金 － 348

その他 2,122 1,628

流動負債合計 9,137 8,274

固定負債   

退職給付引当金 1,327 1,387

役員退職慰労引当金 193 209

その他 1,115 1,460

固定負債合計 2,634 3,056

負債合計 11,771 11,330

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 8,479 8,479

利益剰余金 25,740 22,318

自己株式 △557 △558

株主資本合計 38,663 35,240

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △47 15

為替換算調整勘定 △574 △579

その他の包括利益累計額合計 △622 △564

純資産合計 38,041 34,675

負債純資産合計 49,812 46,006
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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 25,364 23,841

売上原価 17,749 16,885

売上総利益 7,615 6,957

販売費及び一般管理費 6,798 6,672

営業利益 817 285

営業外収益   

受取利息 5 7

受取配当金 45 43

持分法による投資利益 27 26

有価証券償還益 － 107

複合金融商品評価益 － 34

為替差益 － 42

その他 55 44

営業外収益合計 132 303

営業外費用   

支払利息 12 2

有価証券償還損 － 9

複合金融商品評価損 31 －

為替差損 63 －

支払補償費 88 7

その他 13 14

営業外費用合計 207 32

経常利益 742 557

特別利益   

固定資産売却益 65 －

投資有価証券売却益 5 －

特別利益合計 70 －

特別損失   

固定資産除却損 174 50

災害による損失 14 －

異常操業損失 75 －

特別損失合計 263 50

税金等調整前四半期純利益 549 507

法人税等 273 3,343

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（△）

277 △2,836

四半期純利益又は四半期純損失（△） 277 △2,836
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

277 △2,836

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △220 63

為替換算調整勘定 △146 △5

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △1

その他の包括利益合計 △371 58

四半期包括利益 △94 △2,778

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △94 △2,778
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

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） 

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） セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分されない全社費用（主に報告セグメントに帰属しない基

礎研究開発費及び報告セグメントが負担する一般管理費及び研究開発費の配賦差額）であります。 

  

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） 

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） セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分されない全社費用（主に報告セグメントに帰属

しない基礎研究開発費及び報告セグメントが負担する一般管理費及び研究開発費の配賦差額）であります。 

  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円） 

  

報告セグメント 
調整額 
（注） 

四半期連結財
務諸表計上額管材システム

事業 
樹脂事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高  16,342  9,022  25,364  －  25,364

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  16,342  9,022  25,364  －  25,364

セグメント利益（営業利益）  871  54  925  △108  817

  （単位：百万円） 

  

報告セグメント 
調整額 
（注） 

四半期連結財
務諸表計上額管材システム

事業 
樹脂事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高  15,077  8,765  23,841  －  23,841

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  15,077  8,765  23,841  －  23,841

セグメント利益又は損失（△） 

（営業利益又は損失（△）） 
 528  △227  302  △17  285
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