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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 5,716 △22.4 112 100.9 135 135.4 61 119.9
24年3月期第2四半期 7,367 △0.5 56 △73.2 57 △71.3 28 △76.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1百万円 （△91.3％） 24年3月期第2四半期 13百万円 （△85.2％）

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2四半期 1.34 ―

24年3月期第2四半期 0.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 18,284 10,141 55.5
24年3月期 18,237 9,195 50.4

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,141百万円 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 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 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、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 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。 

※  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2Q 51,351,500 株 24年3月期 42,059,500 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 27,323 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2Q 46,014,909 株 24年3月期2Q 42,033,303 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四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回復

の途上にあったものの、長引く円高や欧州債務危機を背景にした金融市場の動揺、中国経済の変調等、海外経済

の減速で先行きに対する不透明感が急速に強まっております。また、設備投資についても底堅く推移しているもの

の一部に先送りする動きも出ております。 

こうした環境下にあって、鋳鋼・鋳鉄品については建設機械向け等が堅調に推移し、受注は前年同期に比べ

2.6％の微増となり、売上高につきましては前年同期に比べ4.2％の減少となりました。一方、公共投資関連に関

しましては、厳しい市場環境が続いており、受注は前年同期を8.8％下まわりましたが、売上高は前年同期比

21.4％増となりました。 

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5,716百万円と前年

同期比22.4％の減収となりました。経常利益では、鋳鋼・鋳鉄品で建設機械向けの売上高の伸びが寄与し、公共

投資関連では大型物件による売上高の伸びに加え、資材・外注費低減等により利益を確保し、135百万円と前年同

期比135.4％の増益となりました。また、特別損益として製品補償損失引当金戻入額とPCB処理引当金の追加計上

があり、四半期純利益は前年同期比119.9％増の61百万円となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 総資産は営業債権が減少したものの、現金及び預金が増加したことから、前連結会計年度末に比べ46百万円増加

し、18,284百万円となりました。負債は営業債務及び借入金の減少により8,142百万円となりました。また純資産

は配当金の支払いがあったものの、四半期純利益及び日立建機株式会社に対する第三者割当増資により10,141百万

円に増加し、自己資本比率は55.5％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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 201 620

受取手形及び売掛金 5,748 5,152

製品及び仕掛品 1,529 1,682

原材料及び貯蔵品 668 657

その他 204 116

貸倒引当金 △23 △21

流動資産合計 8,328 8,207

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,135 7,135

その他（純額） 1,887 2,004

有形固定資産合計 9,022 9,140

無形固定資産 36 47

投資その他の資産   

その他 849 889

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 849 889

固定資産合計 9,909 10,076

資産合計 18,237 18,284



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,337 2,859

短期借入金 919 509

未払法人税等 10 54

賞与引当金 150 154

製品補償損失引当金 160 －

その他 479 498

流動負債合計 5,057 4,076

固定負債   

長期借入金 453 296

再評価に係る繰延税金負債 2,491 2,491

退職給付引当金 923 978

役員退職慰労引当金 36 43

PCB処理引当金 65 235

その他 16 20

固定負債合計 3,984 4,066

負債合計 9,042 8,142

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,102 2,627

資本剰余金 － 524

利益剰余金 2,693 2,649

自己株式 △3 △3

株主資本合計 4,792 5,799

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 75 14

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 4,342

純資産合計 9,195 10,141

負債純資産合計 18,237 18,284



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,367 5,716

売上原価 6,822 5,108

売上総利益 545 607

販売費及び一般管理費 489 495

営業利益 56 112

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 9 5

持分法による投資利益 3 16

その他 2 5

営業外収益合計 16 28

営業外費用   

支払利息 8 5

その他 6 0

営業外費用合計 14 5

経常利益 57 135

特別利益   

製品補償損失引当金戻入額 － 160

特別利益合計 － 160

特別損失   

固定資産除売却損 1 17

PCB処理引当金繰入額 － 170

特別損失合計 1 187

税金等調整前四半期純利益 55 107

法人税、住民税及び事業税 10 50

法人税等調整額 17 △4

法人税等合計 27 46

少数株主損益調整前四半期純利益 28 61

少数株主利益 － －

四半期純利益 28 61



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 28 61

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14 △60

その他の包括利益合計 △14 △60

四半期包括利益 13 1

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 13 1

少数株主に係る四半期包括利益 － －



  該当事項はありません。 

   

   

 当社は、平成24年７月２日付で、日立建機株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第

２四半期連結会計期間において資本金が 百万円、資本剰余金が 百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末

において資本金が 百万円、資本剰余金が 百万円となっております。   

   

  

（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

524 524

2,627 524



（１）日立建機株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行 

 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（以下「日立建機」という。）との資本業

務提携及び日立建機を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議し、日立建機との間で株式引受契約書を締結

いたしました。この結果、平成24年７月２日付で日立建機による第三者割当増資の払込が完了し、当第２四半期連結

会計期間において資本金が 百万円、資本剰余金が 百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金

が 百万円、資本剰余金が 百万円となっております。   

 詳細につきましては、平成24年５月24日公表の「資本業務提携及び第三者割当による新株式発行に関するお知ら

せ」、および平成24年７月２日公表の「第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

  

（２）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

524 524

2,627 524

品種別 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  3,128    △0.9

エンジニアリング  1,708       6.7

その他  433       △80.1

合計  5,270       △24.1

品種別 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日）
受注高  

前年同
四半期比 
(％)  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成24年９月30日）  

受注残高  

前年同
四半期比 
(％)  

素形材  3,580    2.6  1,889  2.9

エンジニアリング  2,181    △8.8  1,447  △14.8

その他  387    △82.3  118       125.0

合計  6,150  △23.9  3,455       △3.7

品種別 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  3,397       △4.2

エンジニアリング  1,981       21.4

その他  338       △84.6

合計  5,716       △22.4
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