
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年7月20日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本鋳造株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5609 URL http://www.nipponchuzo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 岩波 秀樹

問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務部長 （氏名） 阿部 俊彦 TEL 044-322-3751
四半期報告書提出予定日 平成24年8月3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25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,595 △36.2 3 △86.7 18 △44.6 7 △63.0

24年3月期第1四半期 4,070 19.5 27 △68.2 33 △61.6 19 △65.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △28百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 16百万円 （△76.8％）

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

25年3月期第1四半期 0.18 ―

24年3月期第1四半期 0.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 17,999 9,061 50.3
24年3月期 18,237 9,195 50.4

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  9,061百万円 24年3月期  9,195百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 5,600 △24.0 100 78.2 120 109.0 60 113.9 1.30
通期 12,500 △11.7 350 30.4 400 37.4 250 ― 5.16



(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、弊社監査法人が四半期財
務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成24年４月20日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、その達成を当社と
して約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
 なお、第２四半期（累計）及び通期連結業績予想の１株当たり当期純利益は、平成24年７月２日に実施した第三者割当増資9,292,000株を含めた予定期中平均
株式数により算出しております。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 42,059,500 株 24年3月期 42,059,500 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 26,753 株 24年3月期 26,617 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 42,032,815 株 24年3月期1Q 42,033,319 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期における当社グループを取りまく日本経済の環境は、東日本大震災の影響による停滞を脱し、緩や

かに持ち直しつつあるものの、欧州債務危機を背景にした金融市場の動揺、米国・中国景気の減速など世界経済の

変調により停滞感が増しており、先行きは不透明な状況が続いております。また、設備投資については復調の兆し

が見えるものの、力強さに欠ける状況であります。  

 こうした環境下にあって、鋳鋼・鋳鉄品の受注については、建設機械向け鋳鋼品等の増加があったものの、前年

同期に比べ9.9％減少し、売上高につきましても前年同期に比べ15.1％減少いたしました。一方、公共投資関連に

関しましては、受注は前年同期を22.1％上まわり、売上高も前年同期を5.5％上まわりました。 

 しかし、錫再生事業の移管による売上高の減少があり、グループ全体としての連結売上高は2,595百万円と前年

同期比36.2％の減収となりました。経常利益では、固定費削減等コスト合理化に努めたものの18百万円と前年同期

比44.6％の減益となり、四半期純利益は7百万円となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 総資産は、製品及び仕掛品の増加がありましたが、営業債権が減少したことにより前連結会計年度末に比べ238

百万円の減少となり、17,999百万円となりました。 

 負債は仕入債務の減少により、104百万円減少して8,938百万円となりました。純資産は四半期純利益の増加があ

りましたが、配当金の支払により減少して9,061百万円となり、自己資本比率は50.3％となりました。 

   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年４月20日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 201 97

受取手形及び売掛金 5,748 5,409

製品及び仕掛品 1,529 1,775

原材料及び貯蔵品 668 664

その他 204 221

貸倒引当金 △23 △22

流動資産合計 8,328 8,145

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,135 7,135

その他（純額） 1,887 1,845

有形固定資産合計 9,022 8,980

無形固定資産 36 39

投資その他の資産   

その他 849 834

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 849 834

固定資産合計 9,909 9,854

資産合計 18,237 17,999



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,337 2,919

短期借入金 919 1,186

未払法人税等 10 30

賞与引当金 150 76

製品補償損失引当金 160 160

その他 479 636

流動負債合計 5,057 5,007

固定負債   

長期借入金 453 368

再評価に係る繰延税金負債 2,491 2,491

退職給付引当金 923 949

役員退職慰労引当金 36 40

PCB処理引当金 65 65

その他 16 16

固定負債合計 3,984 3,930

負債合計 9,042 8,938

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,102 2,102

利益剰余金 2,693 2,595

自己株式 △3 △3

株主資本合計 4,792 4,694

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 75 38

土地再評価差額金 4,327 4,327

その他の包括利益累計額合計 4,402 4,366

純資産合計 9,195 9,061

負債純資産合計 18,237 17,999



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,070 2,595

売上原価 3,797 2,351

売上総利益 272 244

販売費及び一般管理費 245 240

営業利益 27 3

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 9 4

持分法による投資利益 7 10

その他 1 3

営業外収益合計 18 18

営業外費用   

支払利息 4 3

その他 8 0

営業外費用合計 12 3

経常利益 33 18

特別損失   

固定資産除売却損 0 6

特別損失合計 0 6

税金等調整前四半期純利益 33 11

法人税、住民税及び事業税 6 28

法人税等調整額 7 △24

法人税等合計 13 4

少数株主損益調整前四半期純利益 19 7

少数株主利益 － －

四半期純利益 19 7



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 19 7

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 △36

その他の包括利益合計 △3 △36

四半期包括利益 16 △28

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 16 △28

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 第三者割当による新株式の発行 

 当社は、平成24年５月24日開催の取締役会において、日立建機株式会社との資本業務提携及び日立建機株式会

社を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議し、平成24年７月２日に払込が完了しております。 

   

（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

（５）重要な後発事象

（１）発行新株式数 普通株式 9,292,000株 

（２）発行価額  1株につき 113円 

（３）発行価額の総額 1,049,996,000円 

（４）資本組入額  524,998,000円 

（５）募集又は割当方法 第三者割当による新株式発行 

（６）申込日 平成24年７月２日 

（７）払込期日 平成24年７月２日 

（８）割当先及び割当株式数 日立建機株式会社： 9,292,000株 

（９）資金の使途 
当社川崎工場における製造機械設備投資資金に全額充当する予定であり

ます。 



（１）生産、受注及び販売の状況 

① 品種別製品生産実績                      （百万円） 

  （注）１ 金額は製造原価によっております。 

 ２ 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

② 品種別製品受注状況                                  （百万円） 

  （注）１ 金額は販売価格によっております。 

 ２ 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

③ 品種別販売実績                        （百万円） 

  （注）１ 「その他」の減少は、錫再生事業の移管によるものであります。 

 ２ 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

  

  

３．補足情報

品種別 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  1,548    △2.8

エンジニアリング  849       5.3

その他  205       △85.3

合計  2,603       △31.6

品種別 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）
受注高  

前年同
四半期比 
(％)  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成24年６月30日）  

受注残高  

前年同
四半期比 
(％)  

素形材  1,719    △9.9  1,906  △5.0

エンジニアリング  1,396    22.1  1,677  43.9

その他  196    △86.4  154       22.4

合計  3,312  △26.2  3,738       13.4

品種別 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  1,519       △15.1

エンジニアリング  965       5.5

その他  110       △91.9

合計  2,595       △36.2
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