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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 4,802 △16.0 △130 ― △124 ― △96 ―

25年3月期第2四半期 5,716 △22.4 112 100.9 135 135.4 61 119.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △10百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 1百万円 （△91.3％）

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 △1.89 ―

25年3月期第2四半期 1.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 18,141 10,247 56.5
25年3月期 18,600 10,385 55.8

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  10,247百万円 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 ― 0.00

26年3月期（予想） ― 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、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  
 

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 12,000 5.9 160 △52.0 160 △55.2 70 △63.0 1.36



(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「平成26年３月期第２四半期連結累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に
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2Q 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2Q 27,811 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2Q 51,323,857 株 25年3月期2Q 46,014,909 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四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、政府の経済政策等により、円

高修正・株高で着実に景況感の改善が見られるものの、欧州景気の停滞や新興国経済の減速等で先行きは不透明な

状況となっております。また、設備投資については、緩やかに持ち直しつつありますが、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10.7％減少し、売上高も前年同期比17.6％の減収となりました。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ほぼ横ばい、売上高も前年同期比

14.1％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4,802百万円と、前年同期比16.0％の減収となりました。

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となり、公共投資関連では売上高

減少に伴う固定費負担比率増、資材費・外注費増により減益となり、グループ全体で124百万円の経常損失、96百

万円の四半期純損失となりました。 

  

  

（２）財政状態に関する説明 

 総資産は受取手形及び売掛金の減少に伴い、前連結会計年度末に比べ458百万円減少し、18,141百万円となりま

した。負債は支払手形及び買掛金の減少により、7,894百万円となりました。また純資産は配当金の支払及び四半

期純損失により、10,247百万円となり自己資本比率は56.5%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「平成26年３月期第２四半期連結累計期間業

績予想との差異及び通期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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 469 185

受取手形及び売掛金 4,600 3,915

製品及び仕掛品 1,794 2,397

原材料及び貯蔵品 765 619

その他 122 167

貸倒引当金 △19 △17

流動資産合計 7,733 7,267

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,135 7,135

その他（純額） 2,653 2,534

有形固定資産合計 9,789 9,669

無形固定資産 49 65

投資その他の資産   

その他 1,051 1,153

貸倒引当金 △23 △14

投資その他の資産合計 1,028 1,138

固定資産合計 10,866 10,873

資産合計 18,600 18,141



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(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 2,786 2,314

短期借入金 396 775

未払法人税等 165 13

賞与引当金 155 163

その他 721 509

流動負債合計 4,225 3,776

固定負債   

長期借入金 176 215

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 1,109

役員退職慰労引当金 50 46

PCB処理引当金 230 230

その他 25 24

固定負債合計 3,988 4,117

負債合計 8,214 7,894

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 2,552

自己株式 △3 △3

株主資本合計 5,926 5,701

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 131 218

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 4,545

純資産合計 10,385 10,247

負債純資産合計 18,600 18,141



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 5,716 4,802

売上原価 5,108 4,452

売上総利益 607 350

販売費及び一般管理費 495 481

営業利益又は営業損失（△） 112 △130

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5 5

物品売却益 － 12

持分法による投資利益 16 －

その他 5 4

営業外収益合計 28 22

営業外費用   

支払利息 5 3

持分法による投資損失 － 12

その他 0 0

営業外費用合計 5 16

経常利益又は経常損失（△） 135 △124

特別利益   

製品補償損失引当金戻入額 160 －

特別利益合計 160 －

特別損失   

固定資産除売却損 17 8

PCB処理引当金繰入額 170 －

特別損失合計 187 8

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（△）

107 △132

法人税、住民税及び事業税 50 11

法人税等調整額 △4 △47

法人税等合計 46 △35

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（△）

61 △96

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 61 △96



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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（△）

61 △96

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 86

その他の包括利益合計 △60 86

四半期包括利益 1 △10

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1 △10

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２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  3,078    △1.6

エンジニアリング  1,556       △8.9

その他  457       5.5

合計  5,092       △3.4

品種別 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日）
受注高  

前年同
四半期比 
(％)  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成25年９月30日）  

受注残高  

前年同
四半期比 
(％)  

素形材  3,199    △10.7  1,832  △3.0

エンジニアリング  2,243    2.8  1,902  31.5

その他  324    △16.3  78       △33.4

合計  5,767  △6.2  3,814       10.4

品種別 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  2,798       △17.6

エンジニアリング  1,702       △14.1

その他  301       △10.9

合計  4,802       △16.0
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