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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 44,101 ― 1,496 ― 1,333 ― △965 ―

20年3月期第1四半期 56,345 57.9 5,815 301.5 5,921 387.8 3,546 ―

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

21年3月期第1四半期 △5.75 ―

20年3月期第1四半期 20.61 ―

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

21年3月期第1四半期 128,112 37,753 29.5 224.62
20年3月期 131,569 38,585 29.3 229.57

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  37,753百万円 20年3月期  38,585百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 5.00 9.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 86,000 △14.2 4,500 △58.2 4,000 △61.6 300 △95.1 1.78
通期 173,000 △8.7 10,900 △3.0 10,000 1.6 9,700 61.6 57.71
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ・業績予想は、現時点での将来に関する前提、見通し等に基づく予測が含まれており、今後発生する様々な要因によって異なる結果になる可能性があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  177,215,809株 20年3月期  177,215,809株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  9,140,103株 20年3月期  9,138,110株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  168,076,922株 20年3月期第1四半期  172,092,494株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
米国のサブプライムローン問題に端を発する「原油・食料価格等の高騰によるインフレ圧力の

高まり」、「世界的な金融不安による株式市場の低迷」等、波乱含みの景気状況となった当第１四
半期における当社グループの連結経営成績の概要は以下の通りです。

(1)売上高
　原料価格スライド制の浸透により、製品販売価格は原料価格、特に当社グループではニッケル価
格の動向に大きな影響を受けますが、ニッケル価格の前年同期比での大幅な下落は、製品販売価格
を大きく引き下げることとなりました。
　この結果、当第１四半期の連結売上高は441億円と前年同期比122億円(△21.7％)の減収となり
ました。

(2)営業利益・経常利益
　前年同期ではニッケル価格がピークにあたり、繰越安価棚卸資産による利益押し上げ効果(在庫
評価益)を22億円計上致しましたが、当第１四半期においては、ニッケル価格の下落に伴い、在庫
評価損の計上(△６億円)を余儀なくされました。
　又、上記売上高の減少及び原油価格等の高騰を主因とした諸関連コスト(電力・物流等)アップに
より、営業利益は前年同期比43億円(△74.3％）の減益となる14億円、経常利益は同45億円(△
77.5％)減益の13億円となりました。
　
(3)四半期純利益
　当連結会計年度より、棚卸資産の評価基準については「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適
用されることになりました。当第１四半期におきましては、前連結会計年度末における棚卸資産を
期首にて変更後の評価基準により評価し、評価損として27億円を特別損失にて計上しています。
　この結果、税金等調整前四半期純利益は、△14億円(損失)と前年同期比73億円の減益となりま
したが、法人税等の調整により四半期純利益は、前年同期比45億円減益の△９億円(損失)となり
ました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1)資産

　 総資産は、前連結会計年度末に比べて34億円減少し、1,281億円となりました。
　 増減の内訳については以下の通りです。
　①流動資産

　 受取手形及び売掛金が11億円増加し、棚卸資産(製品・原材料・仕掛品)については、変更後
　 の評価基準による評価減を含めて63億円減少した結果、流動資産は前連結会計年度末に比べ
　 て52億円減少し、675億円となりました。
　②固定資産

　 有形固定資産については、溶融還元炉等の設備投資を14億円実施し、減価償却費を11億円計
　 上した結果、前連結会計年度末に比べて２億円増加し、460億円となりました。又、投資その
　 他の資産については、投資有価証券の時価評価差額金等により、同14億円増加し143億円とな
　 りました。
　 この結果、固定資産は前連結会計年度末に比べて17億円増加し、605億円となりました。

(2)負債
　 負債合計は、前連結会計年度末に比べて26億円減少し、903億円となりました。
　 増減の内訳については以下の通りです。
　①流動負債

　 支払手形及び買掛金が22億円増加しましたが、短期借入金が10億円、未払法人税等が26億円、
　 及びその他(未払金等)が７億円減少し、流動負債は前連結会計年度末に比べて26億円減少し、
　 596億円となりました。
　②固定負債

　 長期借入金が３億円減少し、その他(繰延税金負債等)が４億円増加した結果、固定負債は前
　 連結会計年度末に比べて微増の307億円となりました。
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(3)純資産
　 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて８億円減少し、377億円となりましたが、総資産が同
　 34億円減少していますので、自己資本比率は、同0.2％アップの29.5％となりました。
　 純資産の増減の内訳については以下の通りです。
　①株主資本

　 利益剰余金で前連結会計年度末に比べて16億円減少していますが、当第１四半期の純利益が
　 △９億円(損失)及び前連結会計年度における期末配当金支払が６億円によるものです。
　 この結果、株主資本合計は、353億円となりました。
　②評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末に比べて８億円増加し、評価・換算差額等合
　 計は24億円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
「原油・食料価格等の高騰によるインフレ圧力の高まり」、「世界的な金融不安」等を背景とした個人消費

の減退、米国・中国経済の減速による輸出産業の低迷等、景気全般への下振れリスクはありますが、現時点
では平成20年４月30日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。
　なお、今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。

4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
棚卸資産の評価方法

　 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年
  度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
　 ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年
　 ３月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業
　 会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計
　 期間から適用しております。
　 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　 ② 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年
　 ７月５日 企業会計基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準について
　 は、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。
　 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益が190百万円、税金等
　 調整前四半期純利益が2,951百万円減少しております。

　 ③ 当連結会計年度より、為替変動リスクの管理活動を財務諸表に適切に反映し、財政状態及び
　 経営成績をより適正に表示するため、外貨建予定取引に係る為替予約取引についてヘッジ会
　 計を適用し繰延ヘッジ処理をしております。
　 この結果、従来の方法によった場合に比べて営業外費用が40百万円減少し、経常利益及び税
　 金等調整前四半期純利益はそれぞれ40百万円増加しております。

　 ④ 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月
　 17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準
　 の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会
　 計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファ
　 イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常
　 の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。
　 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして
　 算定する方法によっております。
　 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
　 は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
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5. 【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）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,576 3,602

受取手形及び売掛金 19,930 18,820

製品 8,559 9,750

原材料 16,529 19,735

仕掛品 11,007 12,961

その他 7,919 7,858

流動資産合計 67,522 72,729

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,091 14,249

機械装置及び運搬具 22,564 23,275

土地 6,017 6,017

その他 3,348 2,187

有形固定資産合計 46,021 45,730

無形固定資産 191 183

投資その他の資産 14,376 12,926

固定資産合計 60,590 58,840

資産合計 128,112 131,569

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,529 23,283

短期借入金 17,800 18,883

未払法人税等 401 3,023

賞与引当金 481 921

その他 15,423 16,186

流動負債合計 59,637 62,297

固定負債

社債 12,140 12,140

長期借入金 13,755 14,104

退職給付引当金 3,531 3,645

その他 1,294 796

固定負債合計 30,720 30,685

負債合計 90,358 92,983
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,982 12,982

資本剰余金 7,256 7,256

利益剰余金 17,845 19,483

自己株式 △2,765 △2,765

株主資本合計 35,318 36,957

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,446 1,630

繰延ヘッジ損益 △2 44

為替換算調整勘定 △8 △46

評価・換算差額等合計 2,435 1,628

純資産合計 37,753 38,585

負債純資産合計 128,112 131,569
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

売上高 44,101

売上原価 40,461

売上総利益 3,639

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 670

給料及び賞与 322

賞与引当金繰入額 154

退職給付引当金繰入額 69

その他 926

販売費及び一般管理費合計 2,143

営業利益 1,496

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 99

持分法による投資利益 44

その他 87

営業外収益合計 231

営業外費用

支払利息 275

その他 118

営業外費用合計 393

経常利益 1,333

特別利益 －

特別損失

固定資産除却損 4

たな卸資産評価損 2,761

特別損失合計 2,765

税金等調整前四半期純利益 △1,431

法人税、住民税及び事業税 386

法人税等調整額 △852

法人税等合計 △465

四半期純利益 △965
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年 4月 1日

 至 平成20年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 △1,431

減価償却費 1,134

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △176

賞与引当金の増減額（△は減少） 475

受取利息及び受取配当金 △99

支払利息 275

有形固定資産除却損 4

たな卸資産評価損 2,761

持分法による投資損益（△は益） △44

売上債権の増減額（△は増加） △1,084

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,506

仕入債務の増減額（△は減少） 2,131

その他 1,839

小計 9,293

利息及び配当金の受取額 103

利息の支払額 △204

法人税等の支払額 △2,926

環境対策集中実施費用支払額 △481

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却による収入 10

有形固定資産の取得による支出 △1,883

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △1,870

その他 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,088

長期借入金の返済による支出 △343

自己株式の取得による支出 0

配当金の支払額 △622

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,054

現金及び現金同等物に係る換算差額 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26

現金及び現金同等物の期首残高 3,602

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,576
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日
　 至 平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高 56,345

Ⅱ 売上原価 48,312

　 売上総利益 8,033

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,218

　 営業利益 5,815

Ⅳ 営業外収益 434

Ⅴ 営業外費用 328

　 経常利益 5,921

Ⅵ 特別利益 　 ―

Ⅶ 特別損失 37

　 税金等調整前
5,884

　 四半期（当期）純利益

　 税金費用 2,338

　 四半期（当期）純利益 3,546
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