
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 郷鉄工所 上場取引所 大 名 
コード番号 6397 URL http://www.gohiron.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 加納 静
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 経理部長 （氏名） 若山 浩人 TEL 0584-22-1122
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 629 △44.2 △206 ― △215 ― △220 ―
23年3月期第1四半期 1,128 151.5 △9 ― △18 ― △120 ―

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 △18.23 ―
23年3月期第1四半期 △9.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 5,236 858 16.4
23年3月期 5,296 1,083 20.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  858百万円 23年3月期  1,083百万円

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

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  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) 1,178 △48.6 △245 ― △266 ― △273 ― △22.54
通期 3,322 △18.6 △177 ― △220 ― △228 ― △18.83



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 12,127,500 株 23年3月期 12,127,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 16,331 株 23年3月期 16,331 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,111,169 株 23年3月期1Q 12,112,091 株

※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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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 「業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
 
（１）経営成績に関する定性的情報 
 
  当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、新興国の経済成長等に支えられ企業業績に一部

回復の兆しは見られたものの、東日本大震災の影響による電力不足や円高傾向の定着などにより、
先行き不透明な状況で推移しました。 
当社におきましては、受注競争は厳しく、当社をとりまく環境も厳しい状況の結果、当第１四半

期会計期間における業績についてセグメント別の売上高は、破砕粉砕機は破砕機本体が減少し９２
百万円（前年同期比 17.6%減）、橋梁鉄構及び水処理装置は橋梁工事関係の売上が減少し８９百万
円（前年同期比 86.7%減）、環境装置は環境事業向け破砕機の売上が微増し６３百万円（前年同期
比 3.3%増）、ライニング製品はシートライニング容器、ライニング鋼管共に増加し１９６百万円（前
年同期比 17.5%増）、役務収益は賃貸収入が増加し３６百万円（前年同期比 17.6%増）、その他は土
砂搬送設備機器等が増加し１５０百万円（前年同期比 81.5%増）となりました。利益面につきまし
ては、主に売上原価率の上昇及び貸倒引当金繰入の増加により、営業損失２０６百万円、経常損失
２１５百万円、四半期純損失２２０百万円となりました。 

 
（２）財政状態に関する定性的情報 
 
 ①財政状態 
   当第１四半期会計期間末の資産合計は５，２３６百万円であり、前事業年度末に比べ５９百万

円減少しました。これは主に売掛金の減少によるものです。負債合計は４，３７７百万円となり、
前事業年度末に比べ１６５百万円増加しました。これは主に前受金の増加によるものです。純資
産合計は８５８百万円となり、前事業年度末に比べ２２４百万円減少しました。これは主に利益
剰余金の減少によるものです。 

 ②キャッシュ・フロー 
   当第１四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年

度末に比べ３５４百万円増加し、１，２００百万円となりました。 
   当第１四半期累計期間における営業活動による資金は、売上債権の減少等により２４７百万円

の増加となりました。前年同四半期が４１６百万円の資金の増加であったのに比べ１６９百万円
減少しました。 

   当第１四半期累計期間における投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出等によ
り７４百万円の減少となりました。前年同四半期が６５百万円の資金の減少であったのに比べ８
百万円減少しました。 

   当第１四半期累計期間における財務活動による資金は、長期借入れによる収入等により１８４
百万円の増加となりました。前年同四半期が５４百万円の資金の増加であったのに比べ１３０百
万円増加しました。 

 
（３）業績予想に関する定性的情報 
 
  当第１四半期累計期間において売上原価率の上昇及び販売費及び一般管理費の貸倒引当金繰入

等の増加により営業損失となっております。よって平成２３年５月１３日の決算発表時に公表いた
しました業績予想の数値に達しないことが想定されるため、業績予想を修正いたします。 

  詳細につきましては、本日（平成２３年８月１０日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」
をご参照ください。 
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２【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,517,942 1,789,588

受取手形及び売掛金 1,094,243 922,479

商品及び製品 58,219 42,373

仕掛品 563,111 523,676

原材料及び貯蔵品 246,450 280,728

その他 75,610 29,834

貸倒引当金 △16,870 △109,148

流動資産合計 3,538,707 3,479,532

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 682,877 670,202

機械及び装置（純額） 179,055 164,162

土地 653,393 653,759

リース資産 3,874 3,655

建設仮勘定 128,803 162,098

その他（純額） 36,108 34,029

有形固定資産合計 1,684,112 1,687,906

無形固定資産 6,313 6,369

投資その他の資産   

投資有価証券 45,459 41,701

その他 31,204 30,813

貸倒引当金 △9,693 △9,693

投資その他の資産合計 66,969 62,821

固定資産合計 1,757,395 1,757,096

資産合計 5,296,102 5,236,629
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 795,534 663,379

短期借入金 2,068,152 2,026,812

1年内償還予定の社債 24,200 24,200

リース債務 921 921

未払法人税等 3,664 891

前受金 157,742 387,406

賞与引当金 27,916 54,713

工事損失引当金 － 11,900

災害損失引当金 － 3,618

その他 180,249 108,201

流動負債合計 3,258,380 3,282,044

固定負債   

社債 125,800 125,800

長期借入金 375,577 528,839

リース債務 3,146 2,916

退職給付引当金 125,096 120,700

資産除去債務 56,726 56,726

長期預り保証金 268,191 260,932

固定負債合計 954,538 1,095,916

負債合計 4,212,919 4,377,960

純資産の部   

株主資本   

資本金 606,375 606,375

資本剰余金 1,352 1,352

利益剰余金 477,055 256,298

自己株式 △1,846 △1,846

株主資本合計 1,082,936 862,179

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 247 △3,510

評価・換算差額等合計 247 △3,510

純資産合計 1,083,183 858,668

負債純資産合計 5,296,102 5,236,629
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 1,128,394 629,816

売上原価 985,673 576,031

売上総利益 142,721 53,785

販売費及び一般管理費 152,465 260,532

営業損失（△） △9,743 △206,747

営業外収益   

受取利息 167 77

受取配当金 481 609

デリバティブ評価益 － 1,235

作業くず売却益 501 2,027

その他 404 460

営業外収益合計 1,555 4,410

営業外費用   

支払利息 9,436 9,190

為替差損 － 2,953

その他 1,234 520

営業外費用合計 10,671 12,664

経常損失（△） △18,859 △215,001

特別利益   

有形固定資産売却益 － 7

貸倒引当金戻入額 242 －

補助金収入 9,260 －

特別利益合計 9,503 7

特別損失   

有形固定資産売却損 113 －

有形固定資産除却損 12 24

関係会社株式評価損 － 1,090

退職給付会計基準変更時差異の処理額 33,589 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 56,726 －

雇用調整支出金 14,857 －

環境対策費 5,435 －

災害損失 － 500

災害損失引当金繰入 － 3,618

特別損失合計 110,734 5,233

税引前四半期純損失（△） △120,091 △220,226

法人税、住民税及び事業税 534 530

法人税等合計 534 530

四半期純損失（△） △120,625 △220,757
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（３）継続企業の前提に関する注記 
 
   該当事項はありません。 
 
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 
   該当事項はありません。 
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