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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 61,221 2.1 2,730 △21.1 3,312 △9.4 1,908 1.4
24年3月期第3四半期 59,935 16.6 3,458 117.9 3,654 91.3 1,881 97.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,557百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △68百万円 （―％）

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 35.15 ―

24年3月期第3四半期 34.66 ―

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 108,260 69,288 62.2 1,239.67
24年3月期 105,077 67,385 62.4 1,208.47

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  67,305百万円 24年3月期  65,612百万円

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

24年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
25年3月期 ― 6.00 ―

25年3月期（予想） 7.00 13.00

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  ：  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 83,000 △0.1 3,900 △21.4 4,000 △28.8 4,400 54.8 81.04



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．３「サマリー情報（注記
事項）に関する事項 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 
上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値
と異なる場合があります。 

※  注記事項

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   ：  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3Q 56,554,009 株 24年3月期 56,554,009 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,260,999 株 24年3月期 2,260,277 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 54,293,313 株 24年3月期3Q 54,294,652 株
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（１）連結経営成績に関する定性情報  

当第３四半期連結累計期間における経済状況は、海外では、米国経済が緩やかな拡大傾向となりましたが、欧州での

債務問題に加え、中国経済の成長鈍化によって、厳しい状況が続きました。 

国内は、復興需要等を受けて、一部に設備投資に持ち直しの動きがありましたが、世界経済の減速を背景に、依然と

して弱含みで推移いたしました。 

当社グループの事業環境につきましては、海外では、欧州や中国市場で需要減がありましたが、北米市場での伸長に

加え、タイ、インドネシア、インドでの自動車関連の設備需要が堅調に推移するとともに、国内では、当第３四半期後半

に自動車の生産調整の影響を受けたものの、投射材やメンテナンス部品などアフターマーケット需要によって下支えされ

ました。 

 こうした情勢の下、当第３四半期連結累計期間の受注高は59,383百万円（前年同四半期比2.1%減）、売上高は61,221百

万円(同2.1%増)、受注残高は25,134百万円(同5.0%減)となりました。 

収益面につきましては、原価率の上昇と経費増の影響があり、営業利益は2,730百万円(同21.1%減)となりました。経

常利益は3,312百万円(同9.4%減)、四半期純利益は1,908百万円(同1.4%増)となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前

年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

 [鋳造分野]  

欧州市場での鋳造設備は低調でしたが、アジアにおける新興国での自動車部品向け鋳造装置が堅調に推移したことに加

え、北米市場でのシェールガス採掘向けサンドコーティング設備が売上に貢献して、売上高は24,091百万円（同23.1%

増）となりました。 

営業利益は、厳しい価格競争で原価率が悪化して、1,694百万円（同12.0%減）となりました。 

 [表面処理分野]   

 表面処理装置は、自動車部品向けにショットピーニングマシンの需要が堅調に推移いたしましたが、造船業界向け大型

表面処理設備が一巡するとともに、太陽光パネル向け微細加工装置が低迷いたしました。装置に使用する投射材は、国内

は自動車関連業界の生産調整の影響を一部で受けるとともに、海外では南米での売上鈍化があり、分野全体の売上高は

24,091百万円（同3.5%減）となりました。 

 営業利益は、売上減少の影響により、2,363百万円（同9.8%減）となりました。 

 [環境分野]   

 セメント業界向け大型集塵装置や工作機械向け小型集塵装置が売上に寄与いたしましたが、ＶＯＣガス浄化装置が低迷

して、売上高は6,048百万円(同6.2%減）となりました。 

 営業利益は、原価改善努力により、31百万円（前年同四半期は94百万円の損失）と黒字に転換いたしました。 

 [搬送分野]    

駆動コンベア、グラビティコンベアの需要がともに縮小傾向でしたが、シザーリフトが、福祉・医療関連向けで好調

に推移し、売上高は3,654百万円（前年同四半期比3.0%増）となりました。 

営業利益は188百万円（同11.9%増）となりました。 

 [特機分野]   

 自動車生産設備向けにサーボシリンダーが売上に寄与いたしましたが、液晶パネル向けハンドリングロボット及びフラ

ットパネルディスプレイ向け精密計測機器がともに低調に推移し、売上高は4,020百万円（同33.2%減）となりました。 

 営業損益は426百万円（前年同四半期は88百万円の損失）の損失となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況  

  当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、固定資産と現金及び預金の増加や売掛債権の減少等により、前連結

会計年度末に比べ3,182百万円増の108,260百万円となりました。 

 負債合計は、長期借入金の増加と償還による社債の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,279百万円増の38,972百

万円となりました。 

  純資産合計は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,902百万円増の69,288百万円となりました。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の通期業績予想につきましては、平成24年10月26日付けで公表いたしました連結業績予想から変更はあ

りません。 

 但し、中国子会社の青島新東機械有限公司の移転に伴う土地使用権等の売却益227百万人民元（約3,161百万円）の特別

利益への計上時期につきましては、その予定を平成25年３月期第３四半期連結会計期間から同第４四半期連結会計期間に

変更いたしました。 

   

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方法に変更しております。 

 なお、この変更が当第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



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 14,922 19,210

受取手形及び売掛金 31,481 26,509

有価証券 4,875 4,778

製品 1,825 2,065

仕掛品 3,731 4,945

原材料及び貯蔵品 2,811 2,868

その他 2,673 2,771

貸倒引当金 △316 △342

流動資産合計 62,005 62,805

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,510 9,297

機械装置及び運搬具（純額） 3,723 5,166

土地 5,163 5,122

その他（純額） 3,702 1,446

有形固定資産合計 20,099 21,033

無形固定資産   

のれん 576 534

その他 1,549 1,595

無形固定資産合計 2,126 2,129

投資その他の資産   

投資有価証券 16,586 17,721

その他 4,291 4,603

貸倒引当金 △31 △33

投資その他の資産合計 20,846 22,291

固定資産合計 43,072 45,454

資産合計 105,077 108,260



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,722 13,046

1年内償還予定の社債 2,632 132

短期借入金 2,750 1,558

未払法人税等 1,104 194

賞与引当金 1,661 983

役員賞与引当金 149 90

プラント保証引当金 304 323

受注損失引当金 192 90

その他 6,957 9,520

流動負債合計 30,474 25,941

固定負債   

社債 431 298

長期借入金 1,365 7,215

退職給付引当金 2,519 2,326

役員退職慰労引当金 188 196

環境安全対策引当金 67 67

資産除去債務 114 114

その他 2,531 2,812

固定負債合計 7,217 13,031

負債合計 37,692 38,972

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,752 5,752

資本剰余金 6,269 6,269

利益剰余金 55,580 56,837

自己株式 △1,305 △1,306

株主資本合計 66,296 67,553

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,586 3,135

為替換算調整勘定 △3,271 △3,382

その他の包括利益累計額合計 △684 △247

少数株主持分 1,772 1,982

純資産合計 67,385 69,288

負債純資産合計 105,077 108,260



（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 59,935 61,221

売上原価 42,497 44,010

売上総利益 17,438 17,210

販売費及び一般管理費 13,979 14,480

営業利益 3,458 2,730

営業外収益   

受取利息 157 64

受取配当金 221 242

負ののれん償却額 2 2

持分法による投資利益 230 394

その他 102 119

営業外収益合計 714 824

営業外費用   

支払利息 84 102

為替差損 263 25

その他 171 114

営業外費用合計 519 242

経常利益 3,654 3,312

特別利益   

固定資産売却益 12 7

特別利益合計 12 7

特別損失   

固定資産除売却損 17 17

投資有価証券評価損 93 44

投資有価証券償還損 42 －

減損損失 24 10

その他 0 －

特別損失合計 179 72

税金等調整前四半期純利益 3,488 3,247

法人税、住民税及び事業税 576 671

法人税等調整額 864 462

法人税等合計 1,440 1,134

少数株主損益調整前四半期純利益 2,047 2,112

少数株主利益 165 204

四半期純利益 1,881 1,908



（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 2,047 2,112

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,328 546

繰延ヘッジ損益 △4 －

為替換算調整勘定 △671 △146

持分法適用会社に対する持分相当額 △111 45

その他の包括利益合計 △2,115 445

四半期包括利益 △68 2,557

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △164 2,345

少数株主に係る四半期包括利益 96 212



  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     

                                         （単位：百万円）

（注）１．「その他」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、機械設計、情報関連及び福利厚生事

          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△1,158百万円には、セグメント間取引消去57百万円、各報告セグメ 

          ントに配分していない全社費用△1,216百万円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し 

          ない研究開発費及び本社管理部門に係る費用であります。  

    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。 

  

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） 

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．「その他」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、機械設計、情報関連及び福利厚生事

          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△1,207百万円には、セグメント間取引消去24百万円、各報告セグメ 

          ントに配分していない全社費用△1,231百万円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し 

          ない研究開発費及び本社管理部門に係る費用であります。  

    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。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 第１四半期連結会計期間より、鋳造事業のグローバル展開を進めるにあたり、鋳物部品の製造が今後の鋳造分野拡大の

ために重要な要素であるとの観点から、事業体制の見直しを行ったことに伴い、従来は「表面処理分野」に含めておりま

した耐摩耗鋳物の製造販売事業を、「鋳造分野」へ変更しております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、上記の変更を反映した報告セグメントに基づいて作成したもの

を開示しております。  

（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

  

 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

鋳造 
分野 

表面処
理分野 

環境 
分野 

搬送
分野 

特機
分野 

計

売上高                    

外部顧客への  
売上高 

 19,272  24,959 6,256 3,503 5,875 59,867 67  59,935  － 59,935

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

 293  － 189 45 140 669 1,678  2,347  △2,347 －

計  19,566  24,959 6,445 3,548 6,016 60,536 1,746  62,283  △2,347 59,935

セグメント利益 
 又は損失（△）  1,925  2,620 △94 168 △88 4,530 86  4,617  △1,158 3,458

  

 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

鋳造 
分野 

表面処
理分野 

環境 
分野 

搬送
分野 

特機
分野 

計

売上高                    

外部顧客への  
売上高 

 23,745  24,091 5,775 3,627 3,897 61,136 84  61,221  － 61,221

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

 345  0 272 26 123 769 1,420  2,190  △2,190 －

計  24,091  24,091 6,048 3,654 4,020 61,906 1,505  63,411  △2,190 61,221

セグメント利益 
 又は損失（△）  1,694  2,363 31 188 △426 3,851 85  3,937  △1,207 2,730



（関連情報） 

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） 

地域ごとの情報 

売上高 

（単位：百万円）

（注）１．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域 

   （１）アジア……………アセアン諸国・台湾・韓国 

   （２）北アメリカ………アメリカ・メキシコ 

   （３）ヨーロッパ………ドイツ・スペイン・トルコ 

   （４）南アメリカ………ブラジル 

  

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） 

地域ごとの情報 

売上高 

（単位：百万円）

（注）１．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域 

   （１）アジア……………アセアン諸国・台湾・韓国 

   （２）北アメリカ………アメリカ・メキシコ 

   （３）ヨーロッパ………ドイツ・ロシア・トルコ 

   （４）南アメリカ………ブラジル 

  

  

日本 中国 アジア 北アメリカ ヨーロッパ 南アメリカ 合計 

 35,286  8,309  5,372  3,955  4,165  2,845  59,935

日本 中国 アジア 北アメリカ ヨーロッパ 南アメリカ 合計 

 34,293  8,120  5,697  6,427  4,057  2,624  61,221
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