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1. 2021年3月期第2四半期の業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(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 ％

2021年3月期第2四半期 1,663 △33.1 △211 ― △99 ― △76 ―

2020年3月期第2四半期 2,487 △7.0 △78 ― 11 △76.1 28 △69.4

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

2021年3月期第2四半期 △40.47 ―

2020年3月期第2四半期 14.96 ―

(2) 財政状態

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

2021年3月期第2四半期 8,514 3,354 39.4 1,773.57

2020年3月期 6,980 3,233 46.3 1,709.66

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 3,354百万円 2020年3月期 3,233百万円

2. 配当の状況

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

2020年3月期 ― 0.00 ― ― ―

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 2021年 3月期の業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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 3,900 △16.7 △250 ― △40 ― 10 ― 5.29

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(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

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期2Q 1,911,000 株 2020年3月期 1,911,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 19,800 株 2020年3月期 19,745 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 1,891,216 株 2020年3月期2Q 1,891,519 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、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、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する
説明」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）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間（2020年4月1日～2020年9月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令等により社会経済活動が大幅に制限されたことで、企業収益や雇用環

境は大幅に悪化したことから極めて厳しい状況となりました。緊急事態宣言の解除後は、徐々に回復の兆しが

みられるものの、感染症の再拡大が懸念され、いまだ厳しい状況が続いております。海外におきましても、各

国間の通商問題や新型コロナウイルス感染再拡大の懸念の高まりなど、先行き不透明な状況が続いておりま

す。

鋳造業界をとりまく経営環境は、主要需要先である産業機械関連向け製品及び自動車向け製品をはじめ大半

の需要分野で受注の減少を余儀なくされております。さらに主原料である鉄スクラップ価格は、国内需給の緩

和により安値で推移しましたが、第１四半期累計期間を底に上昇しており、加えてエネルギー価格、鋳物副資

材価格などの高止まりから、依然として厳しい状況にあります。

このような経営環境の中で、当社の2021年３月期第２四半期累計期間の業績は、売上高は、自動車関連向け

の部品をはじめとして全ての部品が大きく減少したことにより1,663百万円（前年同期比824百万円減、33.1％

減）となりました。利益面につきましては、原価低減など収益改善活動に努めましたが、営業損失211百万円

（前年同期営業損失78百万円）、経常損失99百万円（前年同期経常利益11百万円）、四半期純損失76百万円

（前年同期四半期純利益28百万円）となりました。

なお、当社は、鋳物事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載は行っておりません。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債および純資産の状況

当第２四半期末における総資産は、8,514百万円（前期末比1,533百万円の増加）となりました。

流動資産は、電子記録債権の減少551百万円、売掛金の減少117百万円、現金及び預金の増加388百万円、そ

の他の流動資産の減少26百万円等により2,462百万円（前期末比288百万円の減少）となりました。

固定資産は、投資不動産の増加1,719百万円、投資有価証券の増加89百万円、ソフトウエア仮勘定の減少42

百万円等により、6,052百万円（前期末比1,821百万円の増加）となりました。

流動負債は、短期借入金の増加100百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加106百万円、支払手形の減少

100百万円、未払金の減少27百万円等により、1,949百万円（前期末比46百万円の増加）となりました。

固定負債は、長期借入金の増加1,301百万円、繰延税金負債の増加72百万円等により3,210百万円（前期末比

1,366百万円の増加）となりました。

純資産の残高は、3,354百万円（前期末比120百万円の増加）となりました。
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　②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ388百万円増加

し、1,103百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、464百万円（前年同四半期と比較し、63百万円の増加）の収入と

なりました。主な内訳は税引前四半期純損失66百万円、投資有価証券売却益97百万円、売上債権の減少額711

百万円および仕入債務の減少額117百万円等を計上したためであります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,555百万円（前年同四半期と比較し、1,563百万円の減少）の支

出となりました。これは投資有価証券の取得による支出532百万円および投資有価証券の売却による収入839百

万円、投資不動産の取得による支出1,726百万円が主なものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、1,479百万円（前年同四半期と比較し、1,865百万円の増加）の収

入となりました。これは長期借入れによる収入1,900百万円および長期借入金の返済による支出492百万円が主

なものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、当第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案して見直しを行った結果、2020

年８月７日に発表しました2021年３月期通期の業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、2020年11

月10日に公表しております「業績予想の修正並びに配当予想及び特別利益、特別損失に関するお知らせ」をご

参照ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 714,991 1,103,413

受取手形及び売掛金 821,437 661,384

電子記録債権 834,798 283,544

商品及び製品 61,278 50,066

仕掛品 194,838 195,735

原材料及び貯蔵品 44,816 46,032

未収消費税等 - 70,730

その他 78,230 51,332

貸倒引当金 △200 △200

流動資産合計 2,750,191 2,462,041

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 737,770 734,835

機械装置及び運搬具（純額） 313,440 375,369

工具、器具及び備品（純額） 11,873 12,703

土地 738,023 738,023

建設仮勘定 147,451 135,530

有形固定資産合計 1,948,560 1,996,462

無形固定資産

ソフトウエア 4,665 3,687

ソフトウエア仮勘定 63,241 20,616

その他 0 0

無形固定資産合計 67,906 24,303

投資その他の資産

投資有価証券 1,741,591 1,830,753

投資不動産 22,057 1,741,181

その他 450,579 459,437

投資その他の資産合計 2,214,228 4,031,372

固定資産合計 4,230,695 6,052,138

資産合計 6,980,886 8,514,179

－　4　－

中日本鋳工(株)（６４３９）　2021年３月期　第２四半期決算短信（非連結）



(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 679,837 562,666

短期借入金 - 100,000

1年内返済予定の長期借入金 885,870 992,159

未払金 88,031 60,691

未払費用 82,990 91,630

未払法人税等 10,180 9,746

賞与引当金 54,708 56,585

設備関係支払手形 65,218 62,116

その他 36,716 14,211

流動負債合計 1,903,553 1,949,807

固定負債

長期借入金 1,655,457 2,956,805

繰延税金負債 42,022 114,424

役員退職慰労引当金 119,760 112,263

その他 26,694 26,694

固定負債合計 1,843,934 3,210,187

負債合計 3,747,488 5,159,994

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 923,375 818,461

自己株式 △15,205 △15,234

株主資本合計 3,311,009 3,206,065

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △77,611 148,119

評価・換算差額等合計 △77,611 148,119

純資産合計 3,233,398 3,354,184

負債純資産合計 6,980,886 8,514,179
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 2,487,955 1,663,760

売上原価 2,271,474 1,605,406

売上総利益 216,480 58,353

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 103,127 73,000

給料及び手当 49,156 43,226

その他 142,455 153,903

販売費及び一般管理費合計 294,739 270,130

営業損失（△） △78,259 △211,776

営業外収益

受取利息 7 8

受取配当金 34,550 27,415

固定資産賃貸料 24,485 33,603

助成金収入 - 34,257

売電収入 52,696 51,836

その他 7,875 1,857

営業外収益合計 119,616 148,980

営業外費用

支払利息 4,018 5,005

債権売却損 - 990

固定資産賃貸費用 3,353 11,389

売電原価 20,690 18,574

その他 1,942 263

営業外費用合計 30,005 36,222

経常利益又は経常損失（△） 11,351 △99,019

特別利益

投資有価証券売却益 34,423 149,087

特別利益合計 34,423 149,087

特別損失

固定資産処分損 142 61,848

投資有価証券売却損 - 51,772

投資有価証券評価損 6,031 2,825

特別損失合計 6,173 116,446

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△） 39,601 △66,378

法人税、住民税及び事業税 5,780 1,547

法人税等調整額 5,517 8,619

法人税等合計 11,297 10,166

四半期純利益又は四半期純損失（△） 28,303 △76,545
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

39,601 △66,378

減価償却費 91,529 94,239

のれん償却額 298 -

投資有価証券売却損益（△は益） △34,423 △97,314

投資有価証券評価損益（△は益） 6,031 2,825

固定資産処分損益（△は益） 142 61,848

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,873 1,876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,278 △5,661

受取利息及び受取配当金 △34,558 △27,424

支払利息 4,018 5,005

売上債権の増減額（△は増加） 390,401 711,306

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,616 9,098

仕入債務の増減額（△は減少） 31,438 △117,171

未払金の増減額（△は減少） 23,480 △27,339

未払費用の増減額（△は減少） △48,187 8,631

前払年金費用の増減額（△は増加） △2,392 △28,635

前払費用の増減額（△は増加） △13,131 8,165

長期前払費用の増減額（△は増加） △39,757 5,772

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,336 △27,916

未収消費税等の増減額（△は増加） - △70,730

その他 3,206 △10,095

小計 374,150 430,100

利息及び配当金の受取額 34,558 27,424

利息の支払額 △4,038 △5,049

役員退職慰労金の支払額 - △1,836

法人税等の支払額 △4,375 13,550

営業活動によるキャッシュ・フロー 400,295 464,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △40,804 △121,993

投資有価証券の取得による支出 △247,017 △532,058

投資有価証券の売却による収入 342,418 839,511

無形固定資産の取得による支出 △42,344 △13,085

保険積立金の積立による支出 △4,231 △788

投資不動産の取得による支出 - △1,726,592

その他 299 -

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,321 △1,555,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 - 100,000

長期借入れによる収入 200,000 1,900,000

長期借入金の返済による支出 △531,364 △492,363

配当金の支払額 △54,612 △28,368

自己株式の取得による支出 △133 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △386,109 1,479,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,506 388,422

現金及び現金同等物の期首残高 729,220 714,991

現金及び現金同等物の四半期末残高 751,727 1,103,413
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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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