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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 7,821 76.0 1,288 ― 1,319 678.4 765 889.4
22年3月期第3四半期 4,443 △52.3 △25 ― 169 △88.9 77 △91.1

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3月期第3四半期 65.20 ―
22年3月期第3四半期 6.57 ―

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3月期第3四半期 12,525 7,553 60.3 646.59
22年3月期 11,540 6,966 60.4 591.11

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,553百万円 22年3月期  6,966百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
15.00 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 9,000 37.3 1,800 619.7 1,800 292.0 1,065 315.7 90.68



(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 

（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） 

※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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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、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予想数値と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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「(３)
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 14,000,000株 22年3月期  14,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,318,434株 22年3月期  2,214,666株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,744,247株 22年3月期3Q 11,785,564株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善から設備投資が持ち直し傾向で推移したものの、

円高の定着や輸出、生産の増加ペースの鈍化などにより、秋口以降景気は足踏み状態となっております。 

 こうした中で、当社グループの主要な市場である工作機械や産業機械、建設機械業界においては、輸出に支えら

れ受注環境は前半の上向き傾向から横ばい気味の状況にあります。また、半導体製造装置関連市場及び液晶製造装

置関連市場においても、前半での急激な需要増から後半は需要に緩みがでて横ばい気味の状況にあります。 

 このような環境の下、当社グループは「いかなる大量注文・少量注文にも対応し納期遅れを出さず、低コストで

お客様の期待に応える、変化対応力」をもって臨み、引合い・受注とも予想を上回ることができました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は78億21百万円（前年同期比76.0％増）、営業利益は12億88百万円

（前年同期は25百万円のマイナス）、経常利益は13億19百万円（前年同期は１億69百万円）、第３四半期純利益は

７億65百万円（前年同期は77百万円）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。  

当社は製品構成から以下４事業所を報告セグメントとしております。 

（静岡事業所） 

 半導体及び液晶製造装置関連市場向けのクリーンなバルブ、配管ユニット等を生産しており、第１四半期連結会

計期間後半以降、海外向け半導体関連メーカーからの引合いが殺到し総力をあげての対応で乗り切りましたが、第

３四半期に入ると受注が伸びず、その結果本事業所の売上高は16億１百万円となりました。 

（岐阜事業所） 

 一般産業の油空圧配管用の継手、バルブ等を生産しておりますが、重点市場である建設機械及び工作機械市場向

けの需要は海外中心に強含みに推移する中、受注は回復気味に推移してまいりました。その結果、本事業所の売上

高は24億33百万円となりました。 

（山形事業所） 

 半導体及び液晶製造装置関連、さらに分析・各種計装及び食品・パワープラント市場に向けての継手、バルブ等

を生産しており、前半から好調な受注を維持しましたが、後半になり横ばい傾向となりました。その結果、売上高

は26億44百万円となりました。 

（IPEC岐阜事業所） 

 流体別・用途別に 適な配管システムを提供することを目的にロング継手、カセット生産、配管設計・施工を行

っており、売上高は７億83百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローで13億44百万円

のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローで１億４百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローで

５億78百万円のマイナスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より６億59百万円増加

し53億47万円となりました。  

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が12億72

百万円でありましたが、減価償却費の計上２億13百万円、賞与引当金の増加１億31百万円等による収入が、売上債

権の増加４億72百万円、たな卸資産の増加１億12百万円、未払金の減少73百万円等による支出を上回り、13億44百

万円（前年同期比346.4％増）のプラスになりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は１億４百万円（前年同期比36.8％減）となり

ました。この主な要因は有形固定資産の取得による支出67百万円、生命保険積立金による39百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は５億78百万円（前年同期比284.0％増）であ

りました。この主な要因は、社債の償還による４億25百万円、配当金の支払いによる１億17百万円であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計会計期間における連結売上高において当初の予想をやや

上回る結果となりましたが、ほぼ当初予想通りであることから、通期の業績予想は平成22年５月12日に公表しまし

たとおり、連結売上高9,000百万円、連結営業利益1,800百万円、連結経常利益1,800百万円、連結当期純利益1,065

百万円となります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったイハラシステムエンジニアリング株式会社は、平成

22年４月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により解散しております。なお、当社の持分法適用非連結子会社で

あった伊原科技股份有限公司は、平成22年７月13日に解散しております。  

  

（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  

 ①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地たな卸高を基礎として、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。 

 ②固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

 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。  

 これにより、営業利益及び経常利益は６万円、税金等調整前四半期純利益は、46百万円それぞれ減少しております。

  

２．企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適

用しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。   

  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,347 4,687

受取手形及び売掛金 2,234 1,761

商品及び製品 300 280

仕掛品 482 446

原材料及び貯蔵品 683 626

繰延税金資産 194 160

未収還付法人税等 － 158

その他 154 208

流動資産合計 9,397 8,331

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,076 1,111

機械装置及び運搬具（純額） 597 693

土地 526 521

建設仮勘定 34 16

その他（純額） 21 28

有形固定資産合計 2,255 2,372

無形固定資産 80 86

投資その他の資産   

投資有価証券 53 62

長期貸付金 2 0

生命保険積立金 55 19

繰延税金資産 615 592

その他 65 74

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 791 749

固定資産合計 3,127 3,208

資産合計 12,525 11,540
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 458 390

1年内償還予定の社債 600 650

短期借入金 59 28

未払金 175 248

未払法人税等 512 2

賞与引当金 131 －

その他 162 35

流動負債合計 2,099 1,356

固定負債   

社債 900 1,275

長期借入金 75 83

退職給付引当金 1,563 1,566

役員退職慰労引当金 154 167

資産除去債務 52 －

その他 125 125

固定負債合計 2,872 3,218

負債合計 4,972 4,574

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,564 1,564

資本剰余金 618 618

利益剰余金 7,109 6,461

自己株式 △1,742 △1,682

株主資本合計 7,549 6,961

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 5

為替換算調整勘定 － △0

評価・換算差額等合計 3 4

純資産合計 7,553 6,966

負債純資産合計 12,525 11,540
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,443 7,821

売上原価 3,443 5,307

売上総利益 999 2,513

販売費及び一般管理費 1,025 1,225

営業利益又は営業損失（△） △25 1,288

営業外収益   

受取利息及び配当金 1 1

仕入割引 2 4

助成金収入 229 6

保険解約返戻金 － 75

その他 22 13

営業外収益合計 256 101

営業外費用   

支払利息 20 17

社債発行費 5 －

為替差損 22 27

売上債権売却損 4 11

売上割引 0 0

その他 8 13

営業外費用合計 61 69

経常利益 169 1,319

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

投資有価証券評価損 12 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40

会員権評価損 1 －

その他 － 0

特別損失合計 13 47

税金等調整前四半期純利益 161 1,272

法人税、住民税及び事業税 62 561

法人税等調整額 21 △55

法人税等合計 83 506

少数株主損益調整前四半期純利益 － 765

四半期純利益 77 765
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,636 2,586

売上原価 1,237 1,760

売上総利益 399 826

販売費及び一般管理費 339 394

営業利益 59 431

営業外収益   

受取利息及び配当金 0 0

仕入割引 1 0

助成金収入 67 △0

保険解約返戻金 － 53

その他 10 4

営業外収益合計 79 57

営業外費用   

支払利息 7 5

為替差損 － 3

売上債権売却損 1 4

売上割引 0 0

その他 2 0

営業外費用合計 11 13

経常利益 128 476

特別損失   

投資有価証券評価損 2 0

特別損失合計 2 0

税金等調整前四半期純利益 125 475

法人税、住民税及び事業税 7 167

法人税等調整額 49 3

法人税等合計 57 170

少数株主損益調整前四半期純利益 － 305

四半期純利益 68 305
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 161 1,272

減価償却費 254 213

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14 △13

賞与引当金の増減額（△は減少） 36 131

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △0

会員権評価損 1 －

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 20 17

社債発行費 5 －

為替差損益（△は益） △6 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40

有形及び無形固定資産処分損益（△は益） 1 －

売上債権の増減額（△は増加） 106 △472

たな卸資産の増減額（△は増加） 218 △112

仕入債務の増減額（△は減少） 90 67

未払金の増減額（△は減少） △67 △73

その他 △67 205

小計 710 1,272

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △2 △16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △408 86

営業活動によるキャッシュ・フロー 301 1,344

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △158 △67

無形固定資産の取得による支出 △1 △1

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

投資有価証券の売却による収入 － 3

保険積立金の積立による支出 △1 △39

保険積立金の解約による収入 － 3

その他 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △164 △104

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） 23 31

長期借入金の返済による支出 △9 △7

社債の発行による収入 494 －

社債の償還による支出 △425 △425

自己株式の取得による支出 △0 △60

配当金の支払額 △234 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー △150 △578

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8 659

現金及び現金同等物の期首残高 4,694 4,687

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,685 5,347

8



 該当事項はありません。   

  

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、取締役会が経営

資源の配分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、生産拠点ごとの事業所制を採用しており、各事業所は取り扱う製品について国内及び海外の包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。  

 したがって、当社は事業所を基礎とした製品のセグメントから構成されており、「静岡事業所」、「岐阜

事業所」、「山形事業所」、「ＩＰＥＣ岐阜事業所」の４つの報告セグメントとしております。  

 「静岡事業所」は、半導体及び液晶製造装置関連のクリーンなバルブ、配管ユニット等を生産しており、

「岐阜事業所」は、油圧関連設備の継手、バルブ等を生産しており、「山形事業所」は、半導体及び液晶製

造装置関連の継手、バルブ等を生産しており、「ＩＰＥＣ岐阜事業所」は、油圧関連装置のロング継手等の

生産及び配管工事を行っております。  

  

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22年４月１日 至平成22年12月31日）  

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない販売子会社における商品売上等であります。  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）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等であります。  

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（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。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
静岡事業所 岐阜事業所 山形事業所

IPEC岐阜事
業所 

計 

売上高  1,601  2,433 2,644  783  7,463  357  7,821

セグメント利益  348  877 774  119  2,119  46  2,166

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,119

「その他」の区分の利益 46

セグメント間取引消去  213

全社費用（注）  △1,054

棚卸資産の調整額  △37

四半期連結損益計算書の営業利益  1,288

（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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