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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 2,724 88.2 6 ― 25 ― 42 ―

22年3月期第3四半期 1,447 △50.3 △275 ― △223 ― △218 ―

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 2.23 ―

22年3月期第3四半期 △11.53 ―

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 4,389 2,091 47.7 110.25
22年3月期 4,050 2,076 51.3 109.39

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,091百万円 22年3月期  2,076百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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 3,220 54.8 10 ― 20 ― 10 ― 0.53



(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のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 19,110,000株 22年3月期  19,110,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  135,560株 22年3月期  129,721株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 18,977,945株 22年3月期3Q 18,984,840株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の需要拡大やエコ関連特需に支えられ緩や

かな回復の兆しが見られたものの、デフレの長期化、為替の円高基調に加え低迷する雇用調整等、引き

続き厳しい状況が続いております。 

 鋳造業界におきましても生産量の緩やかな回復はあるものの、本格的な回復には、しばらく時間がか

かると思われます。 

 このような経営環境の中で、当社グループの平成23年３月期 第３四半期の連結業績は、売上高につ

きましては、電機部品及びメンテナンス部品を除く全ての部品が増加したことにより、2,724百万円

（前年同期比88.2％増）となりました。利益面につきましては、積極的な営業活動の展開、徹底した製

造諸経費の削減等収益改善に努めました結果、営業利益6百万円（前年同期営業損失275百万円）、経常

利益25百万円（前年同期経常損失223百万円）、四半期純利益42百万円（前年同期四半期純損失218百万

円）となりました。 

  

  

  

当第３四半期末における総資産は、4,389百万円（前期末比338百万円の増加）となりました。 

 流動資産は、現金及び預金の増加149万円、受取手形及び売掛金の増加263百万円、棚卸資産の増加61

百万円等により、1,546百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産の減少96百万円、投資有価証券の減少31百万円等により、2,842百万円と

なりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の増加363百万円等により、1,132百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金の減少59百万円、長期未払金の減少46百万円等により、1,164百万円となり

ました。 

 純資産の残高は、2,091百万円（前期末比15百万円の増加）となりました。 

  

  

  

連結業績予想につきましては、平成22年５月13日に発表しました数値に変更はありません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

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

年度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、たな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。  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

 資産除去債務に関する会計基準の適用  

当第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、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は、10,110千円減少しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、10,110千円であります。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

簡便な会計処理

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

②たな卸資産の評価方法 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

会計処理基準に関する事項の変更
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当社グループは、連続して営業損失を計上しており、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に

重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在してお

ります。しかしながら、営業体制の抜本的見直し及び製造経費の徹底的削減に取り組むことにより、固

定費が大幅に削減され、損益分岐点売上も大幅に低下いたしました。その結果、継続企業の前提に関す

る重要な不確実性は認められないと判断しております。なお、当第３四半期連結累計期間においての売

上高・営業利益の状況から着実に経営体質の改善がみられるものの、今後の社内外の動向によっては当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を与えると思われます。  

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円）

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 545,646 395,681

受取手形及び売掛金 760,455 497,455

商品及び製品 59,380 37,870

仕掛品 143,849 114,547

原材料及び貯蔵品 30,443 20,218

その他 7,096 16,433

貸倒引当金 △200 △200

流動資産合計 1,546,671 1,082,007

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 878,507 905,429

機械装置及び運搬具（純額） 574,792 677,181

工具、器具及び備品（純額） 25,987 38,680

土地 507,104 507,104

建設仮勘定 54,840 9,517

有形固定資産合計 2,041,233 2,137,913

投資その他の資産

投資有価証券 758,180 789,936

その他 43,089 40,668

投資その他の資産合計 801,269 830,604

固定資産合計 2,842,502 2,968,518

資産合計 4,389,174 4,050,525
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（単位：千円）

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

支払手形及び買掛金 759,064 395,072

1年内返済予定の長期借入金 155,133 145,970

未払金 97,164 86,390

未払費用 60,741 44,306

未払法人税等 5,236 5,611

その他 55,149 16,030

流動負債合計 1,132,490 693,382

固定負債

長期借入金 771,454 830,801

繰延税金負債 62,691 80,291

退職給付引当金 90,943 98,638

役員退職慰労引当金 59,593 54,429

長期未払金 160,371 207,071

その他 19,765 9,654

固定負債合計 1,164,818 1,280,887

負債合計 2,297,309 1,974,270

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 △394,997 △437,285

自己株式 △10,405 △10,237

株主資本合計 1,997,435 1,955,315

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 94,429 120,939

評価・換算差額等合計 94,429 120,939

純資産合計 2,091,864 2,076,255

負債純資産合計 4,389,174 4,050,525
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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：千円）

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 1,447,427 2,724,250

売上原価 1,487,425 2,427,721

売上総利益又は売上総損失（△） △39,997 296,528

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 65,596 111,330

給料及び手当 52,854 54,532

その他 116,673 123,928

販売費及び一般管理費合計 235,123 289,791

営業利益又は営業損失（△） △275,121 6,737

営業外収益

受取利息 103 172

受取配当金 12,014 13,771

固定資産賃貸料 32,326 32,206

助成金収入 34,099 1,458

その他 3,307 1,950

営業外収益合計 81,851 49,558

営業外費用

支払利息 20,793 17,653

固定資産賃貸費用 5,159 5,222

債権売却損 － 6,273

その他 4,595 1,204

営業外費用合計 30,547 30,353

経常利益又は経常損失（△） △223,817 25,942

特別利益

投資有価証券売却益 20,832 29,953

その他 － 1,634

特別利益合計 20,832 31,588

特別損失

固定資産処分損 122 517

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,110

投資有価証券売却損 3,159 2,436

投資有価証券評価損 10,527 －

特別損失合計 13,809 13,063

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（△）

△216,793 44,467

法人税、住民税及び事業税 2,180 2,180

法人税等合計 2,180 2,180

少数株主損益調整前四半期純利益 － 42,287

四半期純利益又は四半期純損失（△） △218,974 42,287
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】   

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） 

  

全セグメントの売上高の合計、営業損失の金額の合計額に占める鋳物事業の割合が90％を超え

るため、記載を省略しております。  

  

【所在地別セグメント情報】  

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） 

  

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため該当事項はありませ

ん。 

  

【海外売上高】  

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） 

  

海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】  

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） 

  

当社グループは、報告すべきセグメントが鋳物事業のみであるため、記載を省略しておりま

す。  

  

（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。 

  

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(5) 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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