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

24年3月期第1四半期 2,407 1.4 △18 ― 92 781.7 34 161.3
23年3月期第1四半期 2,373 △6.8 12 △86.2 10 △87.5 △56 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 40百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △58百万円 （―％）

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1四半期 1.05 ―
23年3月期第1四半期 △1.71 ―

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

24年3月期第1四半期 17,629 9,153 51.2 274.34
23年3月期 18,275 9,212 49.8 276.29
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,028百万円 23年3月期  9,093百万円

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  
    ２４年３月期 期末の配当につきましては未定としております。 

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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、通期は対前期、第２四半期(累計)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  ：  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

第2四半期(累計) 6,500 △0.2 220 △28.8 200 △33.3 120 102.2 3.65
通期 14,500 1.0 720 △23.3 700 △23.7 400 △7.3 12.15



(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、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いません。 

※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、 
 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

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1Q 32,930,749 株 23年3月期 32,930,749 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 19,794 株 23年3月期 19,657 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 32,911,046 株 23年3月期1Q 32,911,392 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）における当社グルー

プを取りまく環境は、主力である水道用鋳鉄管類の需要が依然低い水準ではあるものの販売

量は概ね前年同期並みとなりました。 

一方、生産面においては３月の東日本大地震による工場設備、人的被害はなかったもの

の、計画停電への対応（夜間操業）等により売上原価の上昇を余儀なくされました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、ほぼ前年同期並みの24億

７百万円となりました。 

損益につきましては、販売費及び一般管理費を前年同期に対し18百万円削減できたもの

の、売上原価の上昇により営業損益は前年同期に比べ31百万円減少し、18百万円の営業損失

となりました。一方、経常利益については、貸倒引当金戻入額（季節的要因による債権額の

減少と、貸倒実績率の大幅低下による引当額の減少）を１億12百万円計上したため、前年同

期に比べ81百万円増加し92百万円となりました。 

四半期純損益につきましては、前年同期に「資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額」

１億２百万円を損失計上していたこともあり、前年同期に比べ90百万円改善し34百万円の四

半期純利益となりました。 

  

平成24年３月期の業績予想は、平成23年４月28日に発表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算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）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,849 2,279

受取手形及び売掛金 4,955 3,265

商品及び製品 2,151 2,705

仕掛品 356 458

原材料及び貯蔵品 659 568

その他 358 290

貸倒引当金 △203 △91

流動資産合計 10,126 9,475

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 2,421 2,310

土地 3,336 3,336

その他 1,810 1,959

有形固定資産合計 7,568 7,606

無形固定資産 67 66

投資その他の資産 513 481

固定資産合計 8,149 8,154

資産合計 18,275 17,629

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,547 2,163

短期借入金 2,023 1,854

未払法人税等 236 20

賞与引当金 149 255

その他 813 1,018

流動負債合計 5,769 5,312

固定負債   

長期借入金 2,064 1,998

退職給付引当金 283 266

役員退職慰労引当金 28 32

負ののれん 108 106

その他 806 760

固定負債合計 3,293 3,164

負債合計 9,062 8,476

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,855 1,855

資本剰余金 264 264

利益剰余金 6,977 6,913

自己株式 △3 △3

株主資本合計 9,094 9,030

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1 △1

その他の包括利益累計額合計 △1 △1

少数株主持分 119 124

純資産合計 9,212 9,153

負債純資産合計 18,275 17,629
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,373 2,407

売上原価 1,903 1,986

売上総利益 470 421

販売費及び一般管理費 457 439

営業利益又は営業損失（△） 12 △18

営業外収益   

貸倒引当金戻入額 － 112

負ののれん償却額 10 2

その他 11 10

営業外収益合計 22 126

営業外費用   

支払利息 22 15

その他 1 0

営業外費用合計 24 16

経常利益 10 92

特別利益   

貸倒引当金戻入額 92 －

固定資産売却益 － 5

その他 0 －

特別利益合計 92 5

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 102 －

固定資産除却損 － 5

その他 4 －

特別損失合計 107 5

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（△）

△4 92

法人税、住民税及び事業税 20 18

法人税等調整額 27 33

法人税等合計 48 51

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（△）

△52 41

少数株主利益 3 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56 34

少数株主利益 3 6

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（△）

△52 41

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5 △0

その他の包括利益合計 △5 △0

四半期包括利益 △58 40

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △62 34

少数株主に係る四半期包括利益 3 6
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 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 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
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