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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 10,441 △8.1 113 △72.6 125 △68.7 17 △92.9

23年3月期第3四半期 11,360 12.3 412 △27.4 401 △21.3 241 △25.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 323百万円 （36.0％） 23年3月期第3四半期 237百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 0.41 ―

23年3月期第3四半期 5.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 18,250 9,172 50.3
23年3月期 19,374 8,954 46.2

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,172百万円 23年3月期  8,954百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 2.50 2.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 14,000 △9.6 200 △70.3 200 △70.0 70 △80.6 1.67



(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24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、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。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 42,059,500 株 23年3月期 42,059,500 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 26,318 株 23年3月期 26,168 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 42,033,287 株 23年3月期3Q 42,034,868 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、東日本大震災の影響による停滞

を脱し、回復の途上にあるものの、欧州債務危機による金融市場の動揺や、米欧景気の減速など世界経済の変調に

より停滞感が増しており、先行きは極めて不透明な状況にあります。また、設備投資についても緩やかに回復しつ

つあるものの、力強さに欠ける状況が続いております。 

 こうした環境下にあって、鋳鋼・鋳鉄品については半導体業界向け機能材をはじめ受注は前年同期に比べ11.4％

増加し、売上高につきましても前年同期に比べ5.5％増加いたしました。 

 一方、公共投資関連に関しましては、極めて厳しい市場環境にあることから、受注は前年同期を20.8％下まわ

り、売上高も前年同期比30.7％減と大幅に下まわりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は10,441百万円と前年同期比8.1％の減少となりまし

た。経常利益では、原材料のコストアップ等があり、固定費削減等コスト合理化に努めたものの125百万円と前年

同期比68.7％の減益となり、四半期純利益では法人税等改正の影響もあり17百万円となりました。 

  

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 総資産は営業債権が減少したことから３月末に比べ1,124百万円減少し、18,250百万円となりました。 

 負債は営業債務及び借入金の減少により1,342百万円減少し、9,078百万円となりました。 

 また純資産は四半期純利益の増加があったものの配当金の支払により、9,172百万円となりましたが、総資産の

減少に伴い自己資本比率は50.3％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 557 168

受取手形及び売掛金 6,160 5,318

製品及び仕掛品 1,582 1,989

原材料及び貯蔵品 711 708

その他 271 210

貸倒引当金 △56 △48

流動資産合計 9,226 8,347

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,135 7,135

その他（純額） 2,145 1,964

有形固定資産合計 9,281 9,099

無形固定資産 21 22

投資その他の資産   

その他 854 789

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 845 780

固定資産合計 10,148 9,903

資産合計 19,374 18,250



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,562 3,234

短期借入金 1,519 1,199

未払法人税等 196 3

賞与引当金 166 78

その他 636 537

流動負債合計 6,082 5,054

固定負債   

長期借入金 531 545

再評価に係る繰延税金負債 2,820 2,491

退職給付引当金 819 873

役員退職慰労引当金 91 32

PCB処理引当金 65 65

その他 11 16

固定負債合計 4,338 4,023

負債合計 10,420 9,078

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,102 2,102

利益剰余金 2,804 2,716

自己株式 △3 △3

株主資本合計 4,903 4,815

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52 29

土地再評価差額金 3,998 4,327

その他の包括利益累計額合計 4,051 4,357

純資産合計 8,954 9,172

負債純資産合計 19,374 18,250



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 11,360 10,441

売上原価 10,163 9,592

売上総利益 1,197 849

販売費及び一般管理費 784 736

営業利益 412 113

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5 13

持分法による投資利益 － 11

その他 5 4

営業外収益合計 11 30

営業外費用   

支払利息 20 12

持分法による投資損失 1 －

その他 0 5

営業外費用合計 22 17

経常利益 401 125

特別利益   

投資有価証券売却益 3 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

固定資産除売却損 0 1

特別損失合計 0 1

税金等調整前四半期純利益 404 124

法人税、住民税及び事業税 93 12

法人税等調整額 69 94

法人税等合計 162 106

少数株主損益調整前四半期純利益 241 17

少数株主利益 － －

四半期純利益 241 17



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 241 17

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 △22

土地再評価差額金 － 329

その他の包括利益合計 △3 306

四半期包括利益 237 323

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 237 323

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）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



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）１ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 ２ 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

 中国に納品した当社製の鋳鉄製品について、操業中に破損事故があり、現在、原因を調査中であります。  

３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

品種別 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  4,736    6.3

エンジニアリング  2,540       △17.7

その他  2,757       △0.9

合計  10,033       △2.8

品種別 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）
受注高  

前年同
四半期比 
(％)  

当第３四半期連結会計期間末 
（平成23年12月31日）  

受注残高  

前年同
四半期比 
(％)  

素形材  5,289    11.4  2,056  △5.9

エンジニアリング  3,395    △20.8  1,674  △6.2

その他  2,678    0.9  68       40.9

合計  11,363  △2.8  3,798       △5.5

品種別 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  5,121       5.5

エンジニアリング  2,658       △30.7

その他  2,661       △0.1

合計  10,441       △8.1

相手先

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日） 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

JFEスチール(株)  2,854   25.1  2,674  25.6

（２）その他
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