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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4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 ％

26年3月期第1四半期 1,980 △23.7 △115 ― △102 ― △71 ―

25年3月期第1四半期 2,595 △36.2 3 △86.7 18 △44.6 7 △63.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △54百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △28百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △1.40 ―

25年3月期第1四半期 0.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 18,653 10,203 54.7
25年3月期 18,600 10,385 55.8

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  10,203百万円 25年3月期  10,385百万円

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 ― 2.50 2.50
26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

第2四半期(累計) 5,000 △12.5 △50 ― △70 ― △50 ― △0.97

通期 12,000 5.9 350 4.9 350 △2.1 190 0.6 3.70



(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、弊社監査法人が四半期財
務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成26年３月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。上記の予想は、現時点で入手可能な
情報に基づき算出したものであり、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、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果と
なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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1Q 51,351,500 株 25年3月期 51,351,500 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 27,711 株 25年3月期 27,323 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 51,323,983 株 25年3月期1Q 42,032,815 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における当社グループを取りまく日本経済の環境は、円高修正に加え、株高が継続し

景況感の改善が見られるものの、欧州の金融不安や中国の景況の陰りが鮮明になりつつある等、海外経済の減速で

先行き不透明な状況となっております。また、設備投資についても、緩やかな持ち直しの動きが見られ底入れの兆

しが出つつありますが、いまだ力強さに欠ける状況となっております。 

こうした環境下にあって、当社グループは鋳鋼・鋳鉄品については大型鉱山機械用の鋳鋼品が振るわず、前年同

期を大きく下回り、受注は9.6％減少し、売上高も前年同期比25.3％減となりました。一方の公共投資関連も低位

に推移し、厳しい状況が継続しており、当社グループの受注は前年同期比33.7％減少し、売上高も前年同期比

27.0％の減収となりました。 

これらの影響でグループ全体としての連結売上高は1,980百万円と前年同期比23.7％の大幅な減収となりまし

た。利益につきましては、鋳鋼・鋳鉄品で大型鉱山機械用の鋳鋼品の減収影響で減益、公共投資関連では売上高の

減少から減益となり、グループ全体で102百万円の経常損失、71百万円の当期純損失となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 総資産は、営業債権の減少がありましたが、製品及び仕掛品が増加したことにより前連結会計年度末に比べ53百

万円の増加となり、18,653百万円となりました。 

 負債は短期借入金の増加により、236百万円増加して8,450百万円となりました。純資産は四半期純損失及び配当

金の支払により減少して10,203百万円となり、自己資本比率は54.7％となりました。 

   

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧

ください。 

   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 469 123

受取手形及び売掛金 4,600 4,197

製品及び仕掛品 1,794 2,291

原材料及び貯蔵品 765 711

その他 122 549

貸倒引当金 △19 △18

流動資産合計 7,733 7,856

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,135 7,135

その他（純額） 2,653 2,553

有形固定資産合計 9,789 9,688

無形固定資産 49 52

投資その他の資産   

その他 1,051 1,071

貸倒引当金 △23 △14

投資その他の資産合計 1,028 1,056

固定資産合計 10,866 10,797

資産合計 18,600 18,653



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,786 2,465

短期借入金 396 1,108

未払法人税等 165 5

賞与引当金 155 79

その他 721 812

流動負債合計 4,225 4,472

固定負債   

長期借入金 176 129

再評価に係る繰延税金負債 2,491 2,491

退職給付引当金 1,014 1,059

役員退職慰労引当金 50 43

PCB処理引当金 230 230

その他 25 24

固定負債合計 3,988 3,978

負債合計 8,214 8,450

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,627 2,627

資本剰余金 524 524

利益剰余金 2,777 2,576

自己株式 △3 △3

株主資本合計 5,926 5,726

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 131 149

土地再評価差額金 4,327 4,327

その他の包括利益累計額合計 4,459 4,476

純資産合計 10,385 10,203

負債純資産合計 18,600 18,653



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,595 1,980

売上原価 2,351 1,865

売上総利益 244 115

販売費及び一般管理費 240 231

営業利益又は営業損失（△） 3 △115

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 4 5

物品売却益 － 10

持分法による投資利益 10 －

その他 3 4

営業外収益合計 18 20

営業外費用   

支払利息 3 1

持分法による投資損失 － 5

その他 0 0

営業外費用合計 3 7

経常利益又は経常損失（△） 18 △102

特別損失   

固定資産除売却損 6 1

特別損失合計 6 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

11 △104

法人税、住民税及び事業税 28 6

法人税等調整額 △24 △39

法人税等合計 4 △32

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

7 △71

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7 △71



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

7 △71

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36 17

その他の包括利益合計 △36 17

四半期包括利益 △28 △54

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △28 △54

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（３）四半期連結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）



（１）生産、受注及び販売の状況 

① 品種別製品生産実績                      （百万円） 

  （注）１ 金額は製造原価によっております。 

 ２ 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

② 品種別製品受注状況                                  （百万円） 

  （注）１ 金額は販売価格によっております。 

 ２ 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

③ 品種別販売実績                        （百万円） 

  （注） 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

３．補足情報

品種別 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年６月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  1,524    △1.6

エンジニアリング  632       △25.5

その他  225       9.7

合計  2,382       △8.5

品種別 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年６月30日）
受注高  

前年同
四半期比 
(％)  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成25年６月30日）  

受注残高  

前年同
四半期比 
(％)  

素形材  1,554    △9.6  1,851  △2.9

エンジニアリング  925    △33.7  1,582  △5.7

その他  186    △4.9  102       △33.9

合計  2,667  △19.5  3,535       △5.4

品種別 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年６月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  1,135       △25.3

エンジニアリング  704       △27.0

その他  139       26.6

合計  1,980       △23.7
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