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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6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12月期第2四半期 1,339 △9.3 48 585.1 62 56.3 56 128.1
24年12月期第2四半期 1,477 △40.9 7 △97.2 39 △84.7 25 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 62百万円 （172.7％） 24年12月期第2四半期 23百万円 （―％）

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12月期第2四半期 16.91 ―
24年12月期第2四半期 7.78 ―

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12月期第2四半期 3,615 987 27.3 298.08
24年12月期 3,430 935 27.3 282.31
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  987百万円 24年12月期  935百万円

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12月期 ― ― ― 3.00 3.00
25年12月期 ― ―
25年12月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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 3,100 △0.2 130 23.5 145 1.7 130 5.8 39.26



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続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、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。 

※  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12月期2Q 3,510,000 株 24年12月期 3,510,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 199,033 株 24年12月期 199,033 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 3,310,967 株 24年12月期2Q 3,157,024 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年末の政権交代で誕生した自民党安倍内閣の経

済政策が多くの国民に支持され、円高是正、株高、成長戦略による実体経済の成長への波及が徐々に進

展しています。 

当社グループにとりましても、適正な円の為替水準による国際競争力の回復、成長戦略による内需の

拡大は大いに期待するところでありますが、業績の改善にはもう少し時間がかかると考えられます。 

従いまして当第２四半期連結累計期間における売上高は、主力の露光装置関連低膨張鋳鋼は半導体関

連が減少したものの、タブレット端末等液晶関連が増加したことによりほぼ前年同期並となりました

が、鉄鋼用工具は自動車関連シームレスパイプと天然ガス掘削用高合金シームレスパイプ用工具が減少

したため、前年同期に比べ138百万円減少の1,339百万円となりました。営業利益は売上高の減少にかか

わらずコストダウンと土地賃貸事業の寄与により前年同期に比べ41百万円増益の48百万円となりまし

た。経常利益は62百万円（前年同期比22百万円の増益）、四半期純利益は56百万円（前年同期比31百万

円の増益）となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末より186百万円増加し3,615百万円となりました。これは主に未収入金の

増加額151百万円等によるものです。 

負債は、前連結会計年度末より134百万円増加し2,629百万円となりました。これは主に短期借入金の

増加額83百万円等によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末より52百万円増加し987百万円となりました。これは主に利益剰余金の

増加額46百万円等によるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成25年２月19日発表「平成25年12月期 決算短信」の業績予

想から変更ありません。 

  
  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（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、当社においては

平成25年１月１日以後、国内連結子会社においては平成24年11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の方法に変更しております。 

この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 602,102 665,726

受取手形及び売掛金 462,247 419,494

製品 224,837 199,761

仕掛品 439,088 457,200

原材料 58,154 106,434

未収入金 249,672 400,365

その他 32,843 31,616

貸倒引当金 △85 △90

流動資産合計 2,068,856 2,280,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 442,950 421,946

土地 532,545 532,545

その他（純額） 279,915 258,514

有形固定資産合計 1,255,410 1,213,006

無形固定資産   

のれん 2,198 －

その他 12,759 23,923

無形固定資産合計 14,957 23,923

投資その他の資産 90,415 98,037

固定資産合計 1,360,782 1,334,966

資産合計 3,429,638 3,615,472

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 565,031 587,586

短期借入金 1,159,934 1,243,043

未払法人税等 2,002 6,650

賞与引当金 24,600 24,600

設備関係支払手形 15,635 6,246

その他 65,401 108,130

流動負債合計 1,832,603 1,976,255

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 122,087 92,125

退職給付引当金 129,790 139,362

その他 210,451 220,808

固定負債合計 662,327 652,296

負債合計 2,494,930 2,628,550
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 175,500 175,500

資本剰余金 133,432 133,432

利益剰余金 672,682 718,739

自己株式 △68,447 △68,447

株主資本合計 913,168 959,225

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,540 27,696

その他の包括利益累計額合計 21,540 27,696

純資産合計 934,708 986,921

負債純資産合計 3,429,638 3,615,472
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,477,165 1,339,466

売上原価 1,216,970 1,044,573

売上総利益 260,196 294,893

販売費及び一般管理費 253,173 246,782

営業利益 7,022 48,111

営業外収益   

受取利息及び配当金 999 973

助成金収入 9,405 12,702

原材料売却益 3,240 2,979

保険差益 22,988 －

雑収入 15,386 11,381

営業外収益合計 52,018 28,034

営業外費用   

支払利息 15,515 13,186

雑支出 4,139 1,402

営業外費用合計 19,653 14,588

経常利益 39,387 61,558

特別損失   

固定資産除却損 6,692 －

固定資産売却損 7,724 －

特別損失合計 14,415 －

税金等調整前四半期純利益 24,972 61,558

法人税、住民税及び事業税 410 5,677

法人税等調整額 13 △110

法人税等合計 423 5,567

少数株主損益調整前四半期純利益 24,548 55,991

四半期純利益 24,548 55,991
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 24,548 55,991

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,756 6,155

その他の包括利益合計 △1,756 6,155

四半期包括利益 22,792 62,146

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 22,792 62,146

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24年１月１日
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日
 至 平成25年６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 24,972 61,558

減価償却費 62,322 61,262

のれん償却額 4,395 2,198

有形固定資産除却損 6,692 －

有形固定資産売却損益（△は益） 7,724 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,493 9,572

受取利息及び受取配当金 △999 △973

支払利息 15,515 13,186

売上債権の増減額（△は増加） 125,600 42,752

たな卸資産の増減額（△は増加） 126,201 △41,317

仕入債務の増減額（△は減少） △170,083 22,555

未収入金の増減額（△は増加） △144,512 △150,694

その他 △19,383 39,129

小計 46,935 59,232

利息及び配当金の受取額 999 976

利息の支払額 △14,247 △13,708

法人税等の支払額 △941 △820

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,746 45,680

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） △10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △78,353 △21,852

有形固定資産の売却による収入 2,000 －

その他 △2,107 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,460 △21,818

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） 228,660 148,559

長期借入金の返済による支出 △100,985 △95,412

自己株式の取得による支出 △43 －

リース債務の返済による支出 △1,707 △3,847

配当金の支払額 △9,169 △9,538

財務活動によるキャッシュ・フロー 116,756 39,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61,042 63,624

現金及び現金同等物の期首残高 83,336 83,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 144,378 147,526
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該当事項はありません。 

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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