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１．平成27年12月期第３四半期の業績 （平成27年１月１日～平成27年９月30日）

(1)経営成績(累計）

(2)財政状態

（参考） 自己資本 27年12月期第３四半期　 3,054百万円 26年12月期　2,843百万円

２．配当の状況

26年12月期

27年12月期

27年12月期(予想)

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

（注２）当社は、定款において期末配当の配当基準日を定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は

 未定であります。

３．平成27年12月期の業績予想 （平成27年１月１日～平成27年12月31日）

(％表示は、通期は対前期）

％ 　円　銭

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無
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※注記事項

（1）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：　無

 （2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 ：　無

④　修正再表示 ：　無

（3）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） 27年12月期３Ｑ　13,580,000株 26年12月期　　　13,580,000株

②　期末自己株式数 27年12月期３Ｑ　　　30,761株 26年12月期　　　　　29,801株

③　期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期３Ｑ　13,549,875株 26年12月期３Ｑ　13,550,645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おります。

※ 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、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、実際の実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。なお、業績予想に関する事項は【添付資料】

Ｐ.２「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する説明 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀による金融緩和政策を背景に企業の収益改

善や設備投資の増加、雇用環境の持ち直し等が見られ、緩やかな回復基調で推移してまいりました。一方、ヨーロ

ッパの政局不安や中国経済の低迷等の潜在的なリスクにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社は受注の確保と売上高の拡大、さらに原価の低減、経費削減に注力いたしました。 

 この結果、当第３四半期累計期間の売上高は36億22百万円（前年同期比6.0％増）、営業利益は１億33百万円

（前年同期比50.8％増）、経常利益は２億10百万円（前年同期比38.5％増）、四半期純利益は１億58百万円（前年

同期比12.5％減）となりました。 

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

 

〈産業機械関連機器〉 

工作機械鋳物部品の分野は、日本工作機械工業会の発表によると、平成27年８月と９月は前年同月比でマイナス

となっておりますが、平成27年１月から９月までの工作機械受注累計では、受注総額は前年同期比5.8％の増加と

なっております。同期間における当社の工作機械鋳物部品の受注累計は、前年同期比24.1％の増加となりました。 

ディーゼルエンジン鋳物部品の分野は、大型コンテナ船用の部品受注が10月以降となっており、前年同期比では

マイナスとなりました。 

その結果、当セグメントの売上高は20億17百万円（前年同期比7.8％増）、受注高は22億28百万円(前年同期比

17.6％増)、受注残高は８億38百万円（前年同期比17.1％増）となりました。 

〈住宅関連機器〉 

住宅関連機器部門におきましては、統計調査報告書によると平成26年４月からの消費税率引上げの影響もあり

新設住宅着工戸数は、低水準で推移しておりましたが、平成27年３月からは、前年同月実績を上回るようになり、

消費マインドの改善も見られるようになりました。 

こうした状況の中、当社の主力製品である「鋳物ホーロー浴槽」の販売を中心に営業活動を展開してまいりまし

た。 

その結果、当セグメントの売上高は16億４百万円（前年同期比3.8％増）となりました。 

 

(2)財政状態に関する説明 

 資産、負債、純資産の状況 

(資産) 

 当第３四半期会計期間末の資産合計は、65億33百万円となり、前事業年度末に比べ２億６百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、現金及び預金が81百万円増加、売掛金が65百万円増加、また投資有価証券が85百万円増加し

たことによるものです。 

(負債) 

 当第３四半期会計期間末の負債合計は、34億78百万円となり、前事業年度末に比べ４百万円減少いたしました。

その主な要因は、支払手形が84百万円増加、賞与引当金が57百万円増加、また長期借入金が37百万円増加したもの

の、短期借入金が１億64百万円減少したことによるものです。 

(純資産) 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は、30億54百万円となり、前事業年度末に比べ２億11百万円増加いたしま

した。その主な要因は、利益剰余金が１億31百万円増加、また、その他有価証券評価差額金が80百万円増加したこ

とによるものです。 

 

(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成27年12月期の業績予想につきましては、第３四半期までは、好調に推移しておりますが、第４四半期は、業

績が下振れする懸念材料もあることから、平成27年２月13日に公表いたしました業績予想につきましては、変更し

ないことといたします。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期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。

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（退職給付に係る会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法

を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごと

の金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。

 なお、この変更による四半期財務諸表への影響はありません。

 

（追加情報）

（法人税率の変更等による影響） 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引

下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は平成28年１月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.37％から32.83％に、

平成29年１月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.83％から32.06％となります。

 この税率変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が26,249千円減少し、その他

有価証券評価差額金が26,249千円増加しております。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年12月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,055,132 1,136,237 

受取手形及び売掛金 1,512,136 1,556,441 

商品及び製品 477,425 441,182 

仕掛品 34,921 93,615 

原材料及び貯蔵品 174,721 166,054 

前払費用 1,499 1,344 

繰延税金資産 60,553 60,553 

未収入金 30 10,024 

その他 707 1,737 

流動資産合計 3,317,129 3,467,192 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 479,573 454,297 

機械及び装置（純額） 287,469 268,429 

土地 372,319 372,319 

その他（純額） 107,701 117,393 

有形固定資産合計 1,247,063 1,212,440 

無形固定資産 13,233 10,976 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,555,223 1,640,391 

投資不動産（純額） 142,336 138,616 

その他 64,136 75,922 

貸倒引当金 △5,150 △5,150 

投資損失引当金 △7,000 △7,000 

投資その他の資産合計 1,749,546 1,842,780 

固定資産合計 3,009,844 3,066,197 

資産合計 6,326,973 6,533,389 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年12月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 746,409 824,808 

短期借入金 1,632,840 1,468,470 

未払法人税等 13,808 30,452 

賞与引当金 19,000 76,024 

その他 277,111 208,073 

流動負債合計 2,689,169 2,607,828 

固定負債    

長期借入金 80,250 117,840 

繰延税金負債 253,279 254,247 

退職給付引当金 338,831 373,825 

役員退職慰労引当金 48,587 51,375 

資産除去債務 17,257 17,340 

長期預り敷金 56,115 56,115 

固定負債合計 794,321 870,743 

負債合計 3,483,490 3,478,572 

純資産の部    

株主資本    

資本金 651,000 651,000 

資本剰余金 154,373 154,373 

利益剰余金 1,528,385 1,659,621 

自己株式 △5,269 △5,424 

株主資本合計 2,328,489 2,459,571 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 514,992 595,245 

評価・換算差額等合計 514,992 595,245 

純資産合計 2,843,482 3,054,817 

負債純資産合計 6,326,973 6,533,389 
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成27年１月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 3,416,907 3,622,610 

売上原価 2,774,983 2,896,010 

売上総利益 641,924 726,599 

販売費及び一般管理費 553,256 592,895 

営業利益 88,667 133,704 

営業外収益    

受取利息 90 90 

受取配当金 11,775 14,578 

受取地代家賃 78,132 77,093 

その他 4,572 13,970 

営業外収益合計 94,571 105,732 

営業外費用    

支払利息 15,926 14,289 

不動産賃貸関係費 14,250 13,855 

その他 724 375 

営業外費用合計 30,901 28,520 

経常利益 152,336 210,916 

特別利益    

災害による保険金収入 26,909 269 

固定資産売却益 7,308 － 

固定資産処分益 124 484 

償却債権取立益 － － 

特別利益合計 34,342 753 

特別損失    

災害による損失 29,141 － 

固定資産処分損 228 13,598 

特別損失合計 29,369 13,598 

税引前四半期純利益 157,308 198,072 

法人税、住民税及び事業税 20,126 39,735 

法人税等調整額 △43,741 － 

法人税等合計 △23,614 39,735 

四半期純利益 180,923 158,336 
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。
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