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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 4,760 △12.5 279 △63.7 326 △59.3 167 △62.7
24年3月期第2四半期 5,437 △0.0 771 12.3 802 9.4 448 76.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 106百万円 （△75.6％） 24年3月期第2四半期 438百万円 （187.6％）

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2四半期 7.86 ―
24年3月期第2四半期 21.08 ―

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2四半期 16,479 10,262 62.3 482.69
24年3月期 16,753 10,240 61.1 481.66
（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  10,262百万円 24年3月期  10,240百万円

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  ：  有  
平成25年3月期の期末配当金につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ― 4.00
25年3月期（予想） ― ― ―

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 9,800 △9.9 380 △66.5 460 △62.8 250 △68.0 11.76



(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 

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。 

(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
半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果と
なる可能性があります。なお、業績予想の前提条件その他の事項につきましては、添付資料の２～３ページをご参照ください。 

※  注記事項

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2Q 21,300,000 株 24年3月期 21,300,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 39,477 株 24年3月期 39,448 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 21,260,545 株 24年3月期2Q 21,260,909 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

当社グループを取り巻く事業環境は、機械関連については、舶用機器の需要は、足許の海運市況の低迷等を背景

とする新造船の建造ペースの減速により減少いたしましたが、産業機器は、製鉄機械等一部で需要増が見られまし

た。資源関連については、住宅関連資材向け需要は堅調であったものの、半導体、情報通信関連分野の需要は世界

経済減速の影響を受け弱含みで推移いたしました。また、賃貸ビル業においても、都内オフィスビルの平均空室率

が高止まりいたしております。 

  上述の如き環境の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は47億６千万円（前年同期比12.5％減）、営業利益は

２億７千９百万円（同63.7％減）、経常利益は３億２千６百万円（同59.3％減）、四半期純利益は１億６千７百万

円（同62.7％減）となりました。  

  

事業分野別の概況は次のとおりであります。 

  

①機械関連事業 

 舶用機器においては、足許の海運市況の低迷等を背景とする新造船の建造ペースの減速に伴ない、売上、受注と

も減少いたしました。このうち船殻ブロックについては、需要は高水準であったものの、損益面では、ユーザーの

ＩＭＯ（国際海事機関）・新塗装性能基準への対応が本格化し、これに伴うスペック見直し等による生産所要期間

の長期化の影響を免れませんでした。産業機器は製鉄機械及び重電関連機器とも受注は堅調に推移いたしました

が、一部出荷が下期にずれ込んだこと等から売上はやや減少いたしました。 

 この結果、機械関連事業全体では、売上高は30億７千２百万円（前年同期比5.3％減）、営業利益は２億４千４

百万円（同47.8％減）となりました。 

  

②資源関連事業 

 半導体封止材や液晶ガラスなどの原料であるハイシリカ（精製珪石粉等）の需要は、世界的な景気減速等に伴

い、太陽電池関連、液晶ガラス関連共落ち込み、半導体関連も回復が遅れております。また、結晶質石灰石も、住

宅関連資材向け需要は依然高水準であるものの震災復興関連需要が顕著であった前年同期との対比では減少いたし

ました。 

 この結果、資源関連事業全体では、売上高は12億６千８百万円（前年同期比26.8％減）、営業損失は２千万円

（前年同期は営業利益２億１千７百万円）となりました。  

  

③不動産関連事業 

 賃貸ビル市況が低迷する中、稼働率の低下等により、売上高は６千９百万円（前年同期比13.3％減）、営業利益

は３千１百万円（同26.0％減）となりました。 

④その他 

 耐熱塗料の需要が、設備用、工業用共弱含みに推移しており、また、ライナテックス（高純度天然ゴム)関連も

受注は堅調であったものの、大型案件の納期が下期中心となることから出荷が減少し、「その他」全体の売上高は

３億４千９百万円（前年同期比8.2％減）、営業利益は２千５百万円（同43.3％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、164億７千９百万円となり、前連結会計年度末比２億７千４百万円減

少いたしました。これは、仕掛品や有形固定資産が増加する一方、受取手形及び売掛金や流動資産のその他に含ま

れている未収入金が減少したこと等によるものであります。負債合計は62億１千７百万円となり、前連結会計年度

末比２億９千６百万円減少いたしました。これは、流動負債のその他に含まれている未払金が増加する一方、未払

法人税等の減少、流動負債のその他に含まれている未払費用の減少、有利子負債の減少等によるものであります。

純資産合計は102億６千２百万円となり、前連結会計年度末比２千１百万円増加いたしました。これは、利益剰余

金が増加したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は62.3％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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 (キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累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、35億１千万円とな

り、前連結会計年度末（35億４百万円）より５百万円（前連結会計年度末比0.2％増）増加いたしました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、４億１千４百万円（前年同四半期連結累計期間に比べ４千８百万円の増加）と

なりました。これは主にたな卸資産の増加が１億２千９百万円、未払費用の減少が１億３千万円、法人税等の支払

額が２億５千５百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が３億６百万円、減価償却費が２億６千２百万

円、売上債権の減少が２億７千７百万円あったこと等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、１億４千５百万円（前年同四半期連結累計期間に比べ１億５千８百万円の減

少）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったこと等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） 

 財務活動の結果使用した資金は、２億６千２百万円（前年同四半期連結累計期間に比べ６千９百万円の減少）と

なりました。これは主に借入金の返済による支出があったこと等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25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年９月21日に公表いたしました業績予想を修正いたして

おります。なお、平成25年３月期の中間配当金は、予定通り１株当たり４円とさせていただきますが、期末配当予

想につきましては、下期の事業環境が不透明であることを勘案し、現時点では未定とし、決定次第お知らせいたし

ます。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想及び配当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 
  
 該当事項はありません。 

  

（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、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。 

 これによる当第２四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に与える影響は軽

微であります。 

   

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,784,776 3,811,745

受取手形及び売掛金 2,692,723 2,415,642

商品及び製品 498,159 439,941

仕掛品 741,392 877,312

原材料及び貯蔵品 403,145 455,151

その他 549,706 354,917

貸倒引当金 △493 △334

流動資産合計 8,669,410 8,354,376

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,414,728 2,610,748

機械装置及び運搬具（純額） 1,277,368 1,271,037

土地 2,478,831 2,471,334

その他（純額） 88,773 50,964

有形固定資産合計 6,259,702 6,404,085

無形固定資産 22,335 21,379

投資その他の資産   

投資有価証券 1,234,716 1,142,949

その他 570,279 558,744

貸倒引当金 △2,508 △2,330

投資その他の資産合計 1,802,487 1,699,363

固定資産合計 8,084,525 8,124,828

資産合計 16,753,936 16,479,205
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 807,309 814,205

短期借入金 2,565,704 2,165,780

未払法人税等 249,296 77,713

賞与引当金 123,129 119,733

役員賞与引当金 23,100 11,550

受注損失引当金 44,738 29,909

環境安全対策引当金 1,244 －

資産除去債務 25,813 13,518

その他 922,784 1,046,539

流動負債合計 4,763,120 4,278,950

固定負債   

長期借入金 342,840 564,900

退職給付引当金 565,586 621,649

役員退職慰労引当金 137,376 79,441

環境安全対策引当金 62,326 62,326

資産除去債務 55,167 55,356

その他 587,130 554,435

固定負債合計 1,750,428 1,938,108

負債合計 6,513,549 6,217,058

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100,000 1,100,000

資本剰余金 811,257 811,257

利益剰余金 8,189,206 8,271,238

自己株式 △9,673 △9,678

株主資本合計 10,090,790 10,172,817

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 140,147 74,468

繰延ヘッジ損益 － △360

為替換算調整勘定 9,450 15,220

その他の包括利益累計額合計 149,597 89,328

純資産合計 10,240,387 10,262,146

負債純資産合計 16,753,936 16,479,205
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,437,821 4,760,406

売上原価 3,983,308 3,812,108

売上総利益 1,454,513 948,297

販売費及び一般管理費 683,015 668,617

営業利益 771,497 279,680

営業外収益   

受取利息 2,393 1,261

受取配当金 18,449 16,403

持分法による投資利益 42,334 －

保険解約返戻金 － 51,808

その他 26,605 27,774

営業外収益合計 89,781 97,247

営業外費用   

支払利息 18,638 15,119

持分法による投資損失 － 6,974

休廃止鉱山管理費 23,045 16,105

その他 17,198 12,315

営業外費用合計 58,883 50,514

経常利益 802,396 326,413

特別利益   

固定資産売却益 6 565

特別利益合計 6 565

特別損失   

固定資産処分損 4,278 12,917

減損損失 28,745 7,384

特別損失合計 33,023 20,301

税金等調整前四半期純利益 769,378 306,677

法人税、住民税及び事業税 324,117 85,895

法人税等調整額 △3,011 53,707

法人税等合計 321,105 139,603

少数株主損益調整前四半期純利益 448,272 167,074

四半期純利益 448,272 167,074
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 448,272 167,074

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,468 △65,678

繰延ヘッジ損益 △1,072 △360

為替換算調整勘定 3,551 5,769

その他の包括利益合計 △9,988 △60,268

四半期包括利益 438,284 106,805

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 438,284 106,805

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 769,378 306,677

減価償却費 272,599 262,187

減損損失 28,745 7,384

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,178 56,062

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,079 △57,935

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,760 △3,396

受取利息及び受取配当金 △20,842 △17,664

支払利息 18,638 15,119

持分法による投資損益（△は益） △42,334 6,974

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △565

有形固定資産処分損益（△は益） 4,278 12,917

売上債権の増減額（△は増加） △120,867 277,081

たな卸資産の増減額（△は増加） △247,792 △129,708

未収入金の増減額（△は増加） △10,624 72,266

仕入債務の増減額（△は減少） 64,532 △44,815

未払金の増減額（△は減少） △1,707 △2,708

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,826 20,515

未払費用の増減額（△は減少） △2,850 △130,008

前受金の増減額（△は減少） 672 △17,181

その他 △37,654 △14,836

小計 681,837 618,365

利息及び配当金の受取額 84,448 67,559

利息の支払額 △18,940 △15,741

法人税等の支払額 △381,028 △255,448

営業活動によるキャッシュ・フロー 366,316 414,735

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,955 △1,964

有形固定資産の取得による支出 △250,909 △102,114

有形固定資産の売却による収入 263 2,953

貸付金の回収による収入 7,020 －

資産除去債務の履行による支出 △24,156 △12,294

その他 △34,435 △32,416

投資活動によるキャッシュ・フロー △304,173 △145,837

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） － △600,000

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △247,057 △177,864

自己株式の取得による支出 △46 △4

配当金の支払額 △85,043 △85,042

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,147 △262,911

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △270,062 5,968

現金及び現金同等物の期首残高 4,349,229 3,504,776

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,079,166 3,510,745
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  該当事項はありません。 

    

   

 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23年４月１日 至平成23年９月30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）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、耐熱塗料の製造・販売及び

ライナテックス（高純度天然ゴム）の仕入・加工・販売等を含んでおります。 

  ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去520千円、全社費用 千円であります。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  ３．セグメント利益は、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。 

  

 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30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）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、耐熱塗料の製造・販売及び

ライナテックス（高純度天然ゴム）の仕入・加工・販売等を含んでおります。 

  ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去604千円、全社費用 千円であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

  
合計 
  

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

機械関連 
事業 

資源関連
事業 

不動産関連
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,243,057  1,733,018 80,653  5,056,730  381,090  5,437,821 - 5,437,821

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

- 134 - 134 783 918 （918） -

計  3,243,057  1,733,153 80,653  5,056,864  381,874  5,438,739 （918） 5,437,821

セグメント利益  467,326  217,253 43,239  727,820  45,830  773,650 （ ） 2,153 771,497

△2,673

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

  
合計 
  

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

機械関連 
事業 

資源関連
事業 

不動産関連
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,072,191  1,268,491 69,925  4,410,608  349,798  4,760,406 - 4,760,406

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

-  144 -  144  389  534 （534） -

計  3,072,191  1,268,636 69,925  4,410,752  350,187  4,760,940 （534） 4,760,406

セグメント利益又は損

失（△） 
 244,024  △20,741 31,992  255,275  25,980  281,256 （1,575） 279,680

△2,180
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