
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成25年11月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 中日本鋳工株式会社 上場取引所 名 

コード番号 6439 URL http://www.nakachuko.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鳥居 祥雄

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 早川 潔 TEL 0563-55-4477
四半期報告書提出予定日 平成25年11月12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

1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

26年3月期第2四半期 1,988 △1.4 35 198.5 76 144.9 122 400.9
25年3月期第2四半期 2,017 △10.9 11 △81.5 31 △60.0 24 △68.7

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

26年3月期第2四半期 6.46 ―

25年3月期第2四半期 1.29 ―

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

26年3月期第2四半期 6,035 2,700 44.8 142.44
25年3月期 5,679 2,489 43.8 131.26

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  2,700百万円 25年3月期  2,489百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00

26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  有  
業績予想の修正については、本日（平成25年11月８日）公表しました「平成26年３月期第２四半期累計期間の予想値と業績値との差異および通期業績予想の
修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 4,000 9.4 80 ― 120 ― 160 481.3 8.44



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 19,110,000 株 25年3月期 19,110,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 149,406 株 25年3月期 146,782 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 18,961,979 株 25年3月期2Q 18,966,553 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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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。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、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、経済お

よび金融政策を背景に円安・株高傾向を受け、輸出関連の企業を中心とした業績の回復や、個人消

費の持ち直し等、国内経済は緩やかに回復してまいりました。海外におきましては、米国経済は緩

やかな回復基調が続いているものの、新興国の成長鈍化や欧州の低迷継続、中東情勢をめぐる影響

など、依然として不透明な状態が続いております。 

鋳造業界におきましては、好調な建設向けをはじめ産業機械関連や自動車関連向けでの持ち直し

はみられたもののアジア地域における需要緩和や新興国経済の減速の影響もあり、受注の拡大には

至っておりません。また、原材料価格の高騰や電気料金の値上げなどが懸念され依然として厳しい

状況が続いております。 

このような経営環境の中で、当社の平成26年３月期第２四半期累計期間の業績は、売上高は、油

圧部品を除く全ての部品が減少したことにより、1,988百万円（前年同期比29百万円減、1.4％減）

となりました。利益面につきましては、生産性向上及び製造諸経費の削減等、収益改善に努めまし

た結果、営業利益35百万円（前年同期比23百万円増、198.5％増）、経常利益76百万円（前年同期

比45百万円増、144.9％増）、四半期純利益122百万円（前年同期比98百万円増、400.9％増）とな

りました。 

なお、当社は、鋳物事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載は行っておりませ

ん。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は、6,035百万円（前期末比355百万円の増加）となりました。 

流動資産は、現金及び預金の減少200百万円、受取手形及び売掛金の増加113百万円等により、

2,644百万円（前期末比30百万円の減少）となりました。 

固定資産は、有形固定資産の増加132百万円、投資有価証券の増加212百万円等により、3,390百

万円（前期末比386百万円の増加）となりました。 

流動負債は、未払金の増加128百万円、設備関係支払手形の減少175百万円等により、1.543百万

円（前期末比13百万円の増加）となりました。 

固定負債は、長期借入金の増加64百万円、繰延税金負債の増加62百万円等により1,790百万円

（前期末比130百万円の増加）となりました。 

純資産の残高は、2,700百万円（前期末比211百万円の増加）となりました。 

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

（２）財政状態に関する説明
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ200

百万円減少し、1,285百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、45百万円（前年同四半期と比較し、32百万円の増

加）の収入となりました。主な内訳は税引前四半期純利益148百万円、減価償却費92百万円、売上

債権の増加額113百万円および仕入債務の増加額10百万円等を計上したためであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、338百万円（前年同四半期と比較し、239百万円の増

加）の支出となりました。これは投資有価証券の取得による支出572百万円、投資有価証券の売却

による収入510百万円および有形固定資産の取得による支出271百万円が主なものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、93百万円（前年同四半期と比較し、84百万円の減

少）の収入となりました。これは長期借入れによる収入350百万円および長期借入金の返済による

支出256百万円が主なものであります。 

  

  

業績予想につきましては、当第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案して見直しを行った

結果、平成25年８月９日に発表いたしました平成26年３月期通期の業績予想を修正いたしました。

なお、詳細につきましては、本日（平成25年11月８日）公表しております「平成26年３月期第２

四半期累計期間の予想値と実績値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。  

  

  

  

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,485,911 1,285,782

受取手形及び売掛金 933,541 1,047,177

商品及び製品 53,730 56,933

仕掛品 127,736 133,941

原材料及び貯蔵品 27,034 26,191

繰延税金資産 24,405 24,405

その他 23,377 70,558

貸倒引当金 △200 △200

流動資産合計 2,675,537 2,644,789

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 801,827 797,986

機械装置及び運搬具（純額） 585,611 523,300

工具、器具及び備品（純額） 14,620 16,504

土地 507,104 507,104

建設仮勘定 7,549 204,560

有形固定資産合計 1,916,713 2,049,457

投資その他の資産   

投資有価証券 1,036,690 1,249,641

その他 50,832 91,155

投資その他の資産合計 1,087,522 1,340,797

固定資産合計 3,004,235 3,390,254

資産合計 5,679,773 6,035,044
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 644,664 654,808

1年内返済予定の長期借入金 493,965 522,224

未払金 89,712 218,664

未払費用 72,680 61,297

未払法人税等 6,121 14,769

賞与引当金 29,015 35,373

設備関係支払手形 189,200 13,811

その他 4,805 22,496

流動負債合計 1,530,166 1,543,445

固定負債   

長期借入金 1,421,659 1,486,585

繰延税金負債 99,133 161,139

役員退職慰労引当金 73,248 76,691

長期未払金 46,700 46,700

その他 19,765 19,765

固定負債合計 1,660,506 1,790,881

負債合計 3,190,672 3,334,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,437,050 1,437,050

資本剰余金 965,788 965,788

利益剰余金 △87,690 34,759

自己株式 △10,963 △11,120

株主資本合計 2,304,184 2,426,477

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 184,916 274,240

評価・換算差額等合計 184,916 274,240

純資産合計 2,489,100 2,700,717

負債純資産合計 5,679,773 6,035,044
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,017,320 1,988,310

売上原価 1,801,517 1,747,826

売上総利益 215,802 240,483

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 77,182 72,439

給料及び手当 32,117 32,191

その他 94,666 100,518

販売費及び一般管理費合計 203,967 205,149

営業利益 11,835 35,333

営業外収益   

受取利息 320 847

受取配当金 11,397 14,535

固定資産賃貸料 21,454 21,463

その他 2,226 20,461

営業外収益合計 35,399 57,307

営業外費用   

支払利息 8,824 9,543

債権売却損 3,733 3,103

固定資産賃貸費用 3,309 3,413

その他 305 498

営業外費用合計 16,173 16,559

経常利益 31,060 76,081

特別利益   

投資有価証券売却益 3,275 72,294

特別利益合計 3,275 72,294

特別損失   

固定資産処分損 － 0

特別損失合計 － 0

税引前四半期純利益 34,336 148,375

法人税、住民税及び事業税 2,437 11,805

法人税等調整額 7,451 14,120

法人税等合計 9,888 25,925

四半期純利益 24,448 122,450
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 34,336 148,375

減価償却費 85,676 92,294

投資有価証券売却損益（△は益） △3,275 △72,294

固定資産処分損益（△は益） － 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,188 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,496 6,358

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,606 3,442

受取利息及び受取配当金 △11,465 △15,382

支払利息 8,824 9,543

売上債権の増減額（△は増加） 120,376 △113,636

たな卸資産の増減額（△は増加） 502 △8,564

仕入債務の増減額（△は減少） △205,138 10,143

未払金の増減額（△は減少） △9,162 988

未払費用の増減額（△は減少） 1,061 △12,109

前払年金費用の増減額（△は増加） － △37,190

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,828 15,653

未収消費税等の増減額（△は増加） － 11,439

その他 10,172 3,608

小計 11,994 42,670

利息及び配当金の受取額 11,465 15,382

利息の支払額 △7,813 △9,455

法人税等の支払額 △3,267 △3,267

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,379 45,330

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 △49,203 △271,231

投資有価証券の取得による支出 △96,287 △572,754

投資有価証券の売却による収入 48,318 510,348

保険積立金の積立による支出 △1,190 △2,373

長期前払費用の取得による支出 △220 △2,475

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,582 △338,486

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 350,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △172,798 △256,815

自己株式の取得による支出 △103 △156

財務活動によるキャッシュ・フロー 177,098 93,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90,894 △200,128

現金及び現金同等物の期首残高 948,671 1,485,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,039,566 1,285,782
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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）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

－　8　－
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