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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

平成23年３月期第３四半期につきましては、連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。また、前年同四半期増減率についても記載しておりませ
ん。 

(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3四半期 3,501 ― 123 ― 144 ― 146 ―

23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 7.75 ―

23年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 4,887 2,166 44.3 114.20
23年3月期 4,554 2,172 47.7 114.47

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,166百万円 23年3月期  2,172百万円

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 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00

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、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  ：  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 4,650 25.6 155 272.0 185 135.2 165 64.0 8.70



(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3Q 19,110,000 株 23年3月期 19,110,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 142,025 株 23年3月期 135,860 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 18,970,824 株 23年3月期3Q 18,977,945 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、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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災によるサプライチェーン寸断の復旧、電

力不足の解消に伴い停滞していた企業の生産活動にも回復の兆しがみられるようになりました。しかし

ながら、欧州の金融不安の広がりや米国経済の回復の遅れを背景とした一層の円高進行、株価の低迷等

により企業業績の悪化が懸念され、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

鋳造業界をとりまく経営環境におきましては、自動車分野を中心に需要が回復してきたものの、依然

として鋳物原材料及び鋳物副資材料の高値継続、市場の縮小等により収益性の減少を余儀なくされてお

ります。 

このような経営環境の中で、当社の平成24年３月期 第３四半期累計期間の業績は、売上高は、汎用

エンジン部品を除く全ての部品が増加したことにより、3,501百万円となりました。利益面につきまし

ては、営業活動の強化、生産性向上活動及び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123百万円、経常利益144百万円、四半期純利益146百万円となりました。 

（ご参考） 

当社は当第３四半期累計期間より四半期連結財務諸表の作成を行なっておりません。なお、前年第３

四半期の連結業績累計は、売上高2,724百万円、営業利益6百万円、経常利益25百万円、四半期純利益42

百万円であります。 

  

当第３四半期末における総資産は、4,887百万円（前期末比332百万円の増加）となりました。 

 流動資産は、現金預金の増加313百万円、受取手形及び売掛金の増加225百万円、棚卸資産の増加26百

万円等により、2,216百万円となりました。 

固定資産は、有形固定資産の減少78百万円、投資その他の資産の減少155百万円等により、2,671百万

円となりました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金の増加397百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加64百万円、

未払金の増加34百万円等により、1,500百万円となりました。 

固定負債は、長期借入金の減少36百万円、繰延税金負債の減少77百万円及び長期未払金の減少46百万

円等により、1,220百万円となりました。 

純資産の残高は、2,166百万円（前期末比5百万円の減少）となりました。 

  

業績予想につきましては、平成23年11月10日に発表いたしました数値に変更はありません。 

  

  

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

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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４．四半期財務諸表
（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３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 649,180 962,917

受取手形及び売掛金 762,691 987,744

商品及び製品 40,288 59,339

仕掛品 160,056 168,383

原材料及び貯蔵品 28,692 27,649

その他 9,105 10,323

貸倒引当金 △200 △200

流動資産合計 1,649,815 2,216,157

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 863,431 844,327

機械装置及び運搬具（純額） 590,572 490,354

工具、器具及び備品（純額） 42,402 31,847

土地 492,866 507,104

建設仮勘定 12,608 49,747

有形固定資産合計 2,001,882 1,923,381

投資その他の資産

投資有価証券 833,212 699,995

その他 70,030 48,158

投資その他の資産合計 903,242 748,154

固定資産合計 2,905,124 2,671,535

資産合計 4,554,939 4,887,693
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(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 605,483 1,002,615

1年内返済予定の長期借入金 183,285 248,073

未払金 86,413 120,533

未払費用 54,337 72,585

未払法人税等 8,062 4,750

賞与引当金 21,020 16,350

その他 31,948 35,938

流動負債合計 990,550 1,500,847

固定負債

長期借入金 990,324 953,638

繰延税金負債 77,185 －

退職給付引当金 83,908 67,237

役員退職慰労引当金 61,314 66,478

長期未払金 160,371 113,671

その他 19,265 19,765

固定負債合計 1,392,369 1,220,790

負債合計 2,382,919 2,721,638

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 △336,663 △189,697

自己株式 △10,416 △10,742

株主資本合計 2,055,758 2,202,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 116,261 △36,343

評価・換算差額等合計 116,261 △36,343

純資産合計 2,172,020 2,166,055

負債純資産合計 4,554,939 4,887,693
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

（単位：千円）

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

売上高 3,501,378

売上原価 3,045,456

売上総利益 455,921

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 130,082

給料及び手当 47,386

その他 154,943

販売費及び一般管理費合計 332,411

営業利益 123,509

営業外収益

受取利息 50

受取配当金 17,035

固定資産賃貸料 32,560

その他 469

営業外収益合計 50,115

営業外費用

支払利息 12,795

債権売却損 9,880

固定資産賃貸費用 5,371

その他 1,069

営業外費用合計 29,117

経常利益 144,507

特別利益

投資有価証券売却益 9,119

抱合せ株式消滅差益 2,913

その他 736

特別利益合計 12,769

特別損失

固定資産処分損 471

投資有価証券評価損 7,390

特別損失合計 7,861

税引前四半期純利益 149,415

法人税、住民税及び事業税 2,450

法人税等合計 2,450

四半期純利益 146,965
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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
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