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四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年9月30日） 
（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        ％ 

23年 12月期第3四半期 16,980 △10.7 971  △42.4 1,006  △40.2       575  △27.7
22年 12月期第3四半期 19,013   29.3 1,686     ― 1,682     ―  796     ― 

 

 
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

23年 12月期第3四半期 14     78   ―     
22年 12月期第3四半期 20     20  ―     

 
（２）連結財政状態 

 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   

23年 12月期第3四半期 30,721     18,688     57.2    451     10  
22年 12月期 30,637      18,584     56.7    445     89  

(参考)自己資本 23年12月期第3四半期        17,574百万円 22年12月期     17,376百万円 

 
２．配当の状況 

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

22年 12月期 ― 3  00     ― 3  00 6  00

23年 12月期 ― 3  00     ―   

23年 12月期(予想)    3  00 6  00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12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 22,420 △11.2 1,190  △39.1 1,190 △37.3 650 △26.2 16    68

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】Ｐ.３「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原

則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期3Ｑ 39,985,017株 22年12月期 39,985,017株

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 1,025,438株 22年12月期 1,015,156株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期3Ｑ 38,966,043株 22年12月期3Ｑ 39,413,006株

 
 
※ 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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わが国経済は、東日本大震災後のサプライチェーンの復旧、生産活動の持ち

直しなどにより景気回復の兆しが見えたものの、供給電力の制約、欧米経済の減速懸念や円高の進行などにより、

先行き不透明感が一層強まりました。 

このような状況のもと、当社グループは、収益力の強化、グローバル展開の推進、事業領域の拡大などの重点方

策を推進し、業績の向上に努めてまいりましたが、自動車関連業界など主要需要先の生産停滞が影響を残し、減収

減益を余儀なくされました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は169億８千万円（前年同期比10.7％減）、営業利益は９億７千

１百万円（前年同期比42.4％減）、経常利益は10億６百万円（前年同期比40.2％減）、四半期純利益は５億７千５

百万円（前年同期比27.7％減）となりました。 

セグメント別の概況につきましては、次のとおりです。 

  

＜ファスナー事業＞ 

当事業につきましては、自動車関連業界など主な需要先の大幅な減産の影響を受けるなど、国内外ともに厳しい

市場環境が続き、「タッピンねじ」などの一般ねじ、「精密ねじ」および「溝付ピン」などの特殊締結部品は前年

同期を下回る業績となりました。 

その結果、売上高は122億５千９百万円（前年同期比13.6％減）、営業利益は７億６千万円（前年同期比43.8％

減）となりました。 

＜産機事業＞ 

当事業につきましては、新興国市場や燃料電池関連市場に明るさが見えたものの、自動車関連業界など主な需要

先の設備需要が総じて低調に終始し、ねじ締めロボットなどの標準機種製品、自動組立ラインの売上はともに前年

同期にとどかず、利益の計上には至りませんでした。 

その結果、売上高は30億２千９百万円（前年同期比8.3％減）、営業損失は４千９百万円（前年同期は１億５千

万円の営業利益）となりました。 

＜制御他事業＞ 

当事業につきましては、化学・薬品業界などの主な需要先の設備需要に支えられ、主力の流量計が堅調さを維持

し、同時に、地盤調査機「ジオカルテ」は、震災後の落ち込みから回復し、新製品「ジオカルテⅢ」の高評価も相

まって好調に推移しました。 

その結果、売上高は16億９千１百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益は２億５千９百万円（前年同期比

42.1％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産は、棚卸資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ８千３百万円増加し、

307億２千１百万円となりました。 

また、当第３四半期末における負債は、未払金や退職給付引当金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ２

千万円減少し、120億３千２百万円となりました。 

なお、当第３四半期末における純資産は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ１億４百万円

増加し、186億８千８百万円となっております。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、概ね予想の範囲内で推移しており、平成23年５月10日に

公表した平成23年12月期の通期（平成23年１月１日～平成23年12月31日）の業績予想を変更しておりません。 

なお、タイ国における連結子会社につきましては、本日開示の「タイ国の洪水の影響に関するお知らせ」のとお

り、現時点では、洪水による直接的な被害はなく、納入先の操業停止による受注減が懸念されるものの、連結業績

に与える影響は軽微と判断しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法）  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（棚卸資産の評価方法） 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸資産の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。  

  

②特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

  なお、この変更による損益への影響はありません。  

  

②表示方法の変更  

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当

第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。   

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,463,879 7,631,205

受取手形及び売掛金 6,992,664 6,875,145

商品及び製品 1,026,821 1,023,178

仕掛品 1,844,828 1,479,819

原材料及び貯蔵品 1,232,679 1,109,923

繰延税金資産 107,660 85,102

その他 1,397,105 1,489,977

貸倒引当金 △3,780 △8,682

流動資産合計 20,061,857 19,685,670

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,406,823 2,555,827

機械装置及び運搬具（純額） 1,468,688 1,657,469

土地 4,169,099 4,172,065

建設仮勘定 44,781 45,416

その他（純額） 233,171 256,242

有形固定資産合計 8,322,564 8,687,021

無形固定資産   

ソフトウエア 24,733 16,726

その他 19,673 20,062

無形固定資産合計 44,407 36,789

投資その他の資産   

投資有価証券 950,392 872,216

長期貸付金 2,015 3,734

繰延税金資産 795,974 862,429

その他 544,810 501,846

貸倒引当金 △1,000 △11,983

投資その他の資産合計 2,292,193 2,228,243

固定資産合計 10,659,165 10,952,054

資産合計 30,721,023 30,637,725
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,373,431 3,247,588

短期借入金 2,739,774 2,359,602

未払金 1,934,043 2,104,246

未払法人税等 180,878 284,785

賞与引当金 362,139 152,958

その他 563,642 672,065

流動負債合計 9,153,909 8,821,246

固定負債   

長期借入金 1,365,853 1,509,961

退職給付引当金 1,317,307 1,515,607

役員退職引当金 81,950 108,200

その他 113,372 98,091

固定負債合計 2,878,483 3,231,860

負債合計 12,032,393 12,053,106

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,522,580 3,522,580

資本剰余金 2,518,934 2,518,934

利益剰余金 12,613,075 12,321,373

自己株式 △279,646 △277,825

株主資本合計 18,374,944 18,085,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,261 52,599

為替換算調整勘定 △825,682 △761,532

評価・換算差額等合計 △800,420 △708,932

少数株主持分 1,114,105 1,208,487

純資産合計 18,688,629 18,584,618

負債純資産合計 30,721,023 30,637,725
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 19,013,379 16,980,148

売上原価 14,680,971 13,510,882

売上総利益 4,332,408 3,469,266

販売費及び一般管理費 2,646,259 2,498,097

営業利益 1,686,148 971,168

営業外収益   

受取利息 9,396 16,196

受取配当金 4,581 4,259

受取賃貸料 64,705 53,122

持分法による投資利益 50,330 54,453

その他 82,402 73,763

営業外収益合計 211,416 201,795

営業外費用   

支払利息 56,132 44,093

賃貸収入原価 59,762 73,479

為替差損 65,218 31,023

その他 34,410 17,919

営業外費用合計 215,523 166,515

経常利益 1,682,041 1,006,447

特別利益   

固定資産売却益 1,244 1,179

投資有価証券売却益 644 －

貸倒引当金戻入額 1,119 －

特別利益合計 3,008 1,179

特別損失   

固定資産処分損 2,289 4,379

投資有価証券売却損 － 3

投資有価証券評価損 4,904 －

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 130,503 －

特別損失合計 137,697 4,382

税金等調整前四半期純利益 1,547,352 1,003,244

法人税、住民税及び事業税 299,989 315,593

法人税等調整額 344,152 60,167

法人税等合計 644,141 375,761

少数株主損益調整前四半期純利益 － 627,483

少数株主利益 107,162 51,745

四半期純利益 796,048 575,737
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１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 1,547,352 1,003,244

減価償却費 536,508 540,647

貸倒引当金の増減額（△は減少） 289 △15,652

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,066 214,256

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,414 △198,025

役員退職引当金の増減額（△は減少） 14,450 △26,250

受取利息及び受取配当金 △13,978 △20,456

支払利息 56,132 44,093

持分法による投資損益（△は益） △50,330 △54,453

有形固定資産処分損益（△は益） 2,289 4,379

有形固定資産売却損益（△は益） △1,244 △1,179

投資有価証券売却損益（△は益） △644 3

投資有価証券評価損益（△は益） 4,904 －

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 130,503 －

売上債権の増減額（△は増加） △495,440 △157,287

たな卸資産の増減額（△は増加） △265,146 △519,432

仕入債務の増減額（△は減少） 482,490 157,044

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,365 △19,170

未払費用の増減額（△は減少） 205,074 △38,044

その他 △229,200 △96,117

小計 1,936,026 817,598

利息及び配当金の受取額 13,622 15,793

利息の支払額 △56,586 △42,776

法人税等の支払額 △227,193 △413,565

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,665,868 377,050

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,603,215 △1,082,372

定期預金の払戻による収入 144,182 197,982

有形固定資産の取得による支出 △265,729 △257,799

有形固定資産の売却による収入 11,470 11,430

投資有価証券の取得による支出 △1,042 △91,133

投資有価証券の売却による収入 3,348 3

貸付けによる支出 △4,830 △328

貸付金の回収による収入 1,881 1,941

その他 △1,688 △7,886

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,715,623 △1,228,163

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） △30,328 377,530

長期借入金の返済による支出 △174,284 △176,008

自己株式の取得による支出 △7,504 △1,820

配当金の支払額 △237,504 △234,851

少数株主への配当金の支払額 △99,959 △120,613

財務活動によるキャッシュ・フロー △549,580 △155,763

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,363 △34,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △652,698 △1,041,110

現金及び現金同等物の期首残高 5,173,703 4,720,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,521,004 3,678,951
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  該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

 当社グループにおける製品の範囲は極めて多岐にわたっていますが、製造方法、販売方法等の類似性及び当

社グループの売上高に照して区分しました。 

２ 各事業区分の主要な製品 

(1）ファスナー  工業用ファスナー、工業用ファスナー締付工具などの金属製品 

(2）産機     自動ねじ締め機、自動組立機械などの一般機械器具 

(3）制御他    流量計などの精密機械器具、ＬＰＧ充填装置、地盤調査機 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア―――――台湾、インドネシア、タイ、中国 

(2）その他の地域――米国他 

  

〔海外売上高〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア―――――台湾、インドネシア、タイ、中国 

(2）その他の地域――米国、欧州諸国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
ファスナー 
（千円） 

産機
（千円） 

制御他
（千円） 

計（千円）
消去又は 
全社(千円) 

連結（千円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高    14,187,911    3,304,609    1,520,858    19,013,379  ―    19,013,379

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―  ―

計    14,187,911    3,304,609    1,520,858    19,013,379  ―    19,013,379

営業利益    1,352,766    150,687    182,694    1,686,148  ―    1,686,148

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

その他の地域
（千円） 

計（千円）
消去又は 
全社(千円) 

連結（千円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高    16,170,580    2,842,799    ―    19,013,379  ―    19,013,379

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
   419,183    110,248  ―    529,432 ( ) 529,432  ―

計    16,589,764    2,953,047    ―    19,542,812 ( ) 529,432    19,013,379

営業利益    1,517,325    231,315    ―    1,748,640  ( ) 62,492    1,686,148

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）    3,235,149    402,673    3,637,823

Ⅱ 連結売上高（千円）        19,013,379

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
   17.0    2.1    19.1
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等の意

思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

当社は、製品別に事業部門を置く組織形態をとっており、各事業部門は取り扱う製品について戦略を立案

し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、事業部門を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「ファス

ナー」、「産機」及び「制御他」の３つを報告セグメントとしております。 

「ファスナー」は、工業用ファスナーやねじ製造用工具等の金属製品を生産しております。「産機」は、

自動ねじ締め機、自動組立機械等の一般機械器具を生産しております。「制御他」は、流量計、計測・計装

システム品及び地盤調査機等を生産しております。 

２．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   

当第３四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年９月30日）                       （単位：千円）

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

報告セグメント

合計
ファスナー 産機 制御他 計 

売上高           

外部顧客への売上高  12,259,831  3,029,310  1,691,006  16,980,148  16,980,148

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 ―  ―  ―  ―  ―

計  12,259,831  3,029,310  1,691,006  16,980,148  16,980,148

セグメント利益又は損失（△)  760,722  △49,179  259,625  971,168  971,168

（６）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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生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

単位：千円（未満切捨て）

  

②受注状況 

単位：千円（未満切捨て）

  

③販売実績  

単位：千円（未満切捨て）

  

  

  

４．補足情報

事業部門別 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年９月30日）  

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年１月１日 

  至 平成23年９月30日） 

ファスナー  11,260,216  9,319,948

産機  3,378,321  3,067,181

制御他  1,483,723  1,652,548

合   計  16,122,261  14,039,677

事業部門別 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年９月30日）  

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年１月１日 

  至 平成23年９月30日）  

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

ファスナー  14,207,263  2,501,048  12,487,209  2,559,057

産機  3,171,308  901,655  3,879,688  1,927,957

制御他  1,532,417  276,830  1,628,923  210,376

合   計  18,910,988  3,679,535  17,995,821  4,697,391

事業部門別 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年９月30日）  

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年１月１日 

  至 平成23年９月30日）  

ファスナー  14,187,911  12,259,831

産機  3,304,609  3,029,310

制御他  1,520,858  1,691,006

合   計  19,013,379  16,980,148
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