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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 2,273 △6.1 △140 ― △130 ― △147 ―
23年3月期第1四半期 2,420 27.3 △48 ― △38 ― △67 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △157百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △106百万円 （―％）

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 △17.42 ―
23年3月期第1四半期 △7.69 ―

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 13,286 2,613 19.7
23年3月期 13,883 2,788 20.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,613百万円 23年3月期  2,788百万円

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 ― 2.00 2.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

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) 4,800 △9.8 △170 ― △170 ― △190 ― △22.50
通期 10,800 △8.8 30 △65.5 30 △64.8 180 370.9 21.32



(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ますが、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。なお、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きましては、
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

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 8,970,000 株 23年3月期 8,970,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 527,351 株 23年3月期 527,221 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,442,668 株 23年3月期1Q 8,839,112 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

  (1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

  (2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………３ 

  (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

  (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 

  (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………３ 

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

  (1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

  (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 …………………………６ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………６ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………７ 

  (3) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

  (4) セグメント情報等 ……………………………………………………………………８   

  (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………９ 

  (6) 重要な後発事象 ………………………………………………………………………９ 

○添付資料の目次

昭和鉄工㈱ (5953) 平成24年3月期 第1四半期決算短信

- 1 -



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による電力供給の制約やサプ

ライチェーンの障害などから一部の生産活動が低下し、輸出や国内民間需要にも影響が出るなど、景気

に下押し圧力がかかる状況で推移しました。  

このような情勢の中で当社グループは、中期経営計画「リカバリー１３０」の２年目として重点課題

である「差別化した新製品・サービスの拡販」に努めるとともに、固定経費の徹底した削減等に取り組

んでまいりました。  

その結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、22億7千3百万円(前年同期

比6.1％減)となりました。 

損益面につきましては、予算の見込みどおり、経費の削減・原材料費の低減等が寄与したものの、主

に売上減少により、営業損失は1億4千万円（前年同期は営業損失4千8百万円）、経常損失は1億3千万円

（前年同期は経常損失3千8百万円）、四半期純損失は1億4千7百万円（前年同期は四半期純損失6千7百

万円）となりました。  

  

セグメントの業績は次のとおりであります。  

・機器装置事業  

機器装置事業につきましては、環境機器製品を中心に低調に推移しましたが、空調機器製品では原

子力発電所向け特殊空調機の受注、熱源機器製品では「業務用エコキュート」の受注・売上が拡販努

力により順調に推移しました。この結果、当事業の売上高は14億8千9百万円となりました。 

  

・素形材加工事業 

素形材加工事業につきましては、鋳造品はガスタービン関連部品の売上が順調に推移しましたが、

景観製品は前年同期のような補正予算の前倒し受注という特殊要因がなかったこともあり、やや低調

に推移しました。この結果、当事業の売上高は3億3千3百万円となりました。 

  

・サーモデバイス事業 

サーモデバイス事業につきましては、前期受注案件が順調に出荷・売上計上できたことにより、当

事業の売上高は4億5千1百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5億9千7百万円減少し132億8千6百

万円となりました。主な要因は、当第１四半期末は前連結会計年度末に比べ直近の売上が少ないため売

上債権が4億9千6百万円減少したことなどによります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べ4億2千2百万円減少し106億7千2百万円となりました。主な

要因は、当第１四半期末は前連結会計年度末に比べ直近の資材調達等が少ないため仕入債務が3億8千6

百万円減少したことなどによります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べ1億7千4百万円減少し26億1千3百万円となりました。主

な要因は、四半期純損失1億4千7百万円を計上したことによる減少と株価の下落によるその他有価証券

評価差額金の減少1千9百万円によるものです。  

  

平成24年3月期第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年5月12日公

表時から変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

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。 

  

 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。 

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等

(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 2,882 2,840

受取手形及び売掛金 3,919 3,436

完成工事未収入金 15 0

商品及び製品 255 292

原材料 336 370

仕掛品 880 846

未成工事支出金 19 34

その他 116 61

貸倒引当金 △12 △11

流動資産合計 8,411 7,871

固定資産

有形固定資産

土地 1,678 1,678

その他（純額） 1,583 1,547

有形固定資産合計 3,261 3,226

無形固定資産 93 92

投資その他の資産

投資有価証券 1,515 1,496

その他 654 663

貸倒引当金 △53 △64

投資その他の資産合計 2,116 2,095

固定資産合計 5,471 5,414

資産合計 13,883 13,286

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,648 2,263

工事未払金 2 －

短期借入金 4,410 4,809

未払法人税等 26 9

その他 757 735

流動負債合計 7,845 7,818

固定負債

長期借入金 1,161 750

退職給付引当金 1,555 1,570

その他 532 532

固定負債合計 3,249 2,854

負債合計 11,095 10,672
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(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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,641 1,641

資本剰余金 1,225 1,225

利益剰余金 318 154

自己株式 △86 △86

株主資本合計 3,098 2,934

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △286 △305

為替換算調整勘定 △24 △15

その他の包括利益累計額合計 △310 △321

純資産合計 2,788 2,613

負債純資産合計 13,883 13,286
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(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 2,420 2,273

売上原価 1,851 1,801

売上総利益 569 472

販売費及び一般管理費 617 612

営業損失（△） △48 △140

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 20 21

共同研究収入 － 10

助成金収入 2 －

その他 20 4

営業外収益合計 45 37

営業外費用

支払利息 25 22

その他 9 5

営業外費用合計 35 27

経常損失（△） △38 △130

特別損失

投資有価証券評価損 21 －

貸倒引当金繰入額 1 11

特別損失合計 22 11

税金等調整前四半期純損失（△） △60 △141

法人税、住民税及び事業税 7 5

法人税等合計 7 5

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67 △147

四半期純損失（△） △67 △147
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四半期連結包括利益計算書

 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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67 △147

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △41 △19

持分法適用会社に対する持分相当額 3 8

その他の包括利益合計 △38 △10

四半期包括利益 △106 △157

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △106 △157

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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   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。 

  

 Ⅰ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

 Ⅱ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 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) セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

機器装置事業 素形材加工事業 サーモデバイス事業

売上高

  外部顧客への売上高 1,512 463 445 2,420

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

58 51 － 110

計 1,570 514 445 2,530

セグメント利益又は損失
（△）

△42 △10 4 △48

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △48

四半期連結損益計算書の営業利益 △48

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

機器装置事業 素形材加工事業 サーモデバイス事業

売上高

  外部顧客への売上高 1,489 333 451 2,273

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

32 3 － 35

計 1,521 336 451 2,309

セグメント利益又は損失
（△）

△134 △65 59 △140

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △140

四半期連結損益計算書の営業利益 △140
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   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。 

  

   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。 

  

  

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象
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