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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 15,797 ― 780 ― 730 ― 434 ―

20年3月期第1四半期 17,001 30.2 1,395 65.9 1,270 83.0 704 74.4

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

21年3月期第1四半期 6.49 ―

20年3月期第1四半期 10.52 ―

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 68,332 17,693 25.9 264.22
20年3月期 69,074 17,374 25.2 259.45

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  17,693百万円 20年3月期  17,374百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

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 31,000 ― 1,500 ― 1,200 ― 600 ― 8.96
通期 63,000 △9.2 3,300 △16.6 2,800 △15.5 1,500 △14.9 22.40

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(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 
１．本資料に記載されている業績見直し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在入手している情報に基づいて作成したものであり、多分に不確実な要素を含ん
でおります。従いまして、実際の業績は、今後様々な要因により異なる場合があります。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  67,000,000株 20年3月期  67,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  35,361株 20年3月期  33,287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  66,965,349株 20年3月期第1四半期  66,967,642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 

  当第１四半期連結会計期間は、ニッケル相場が 高値まで一気に上昇しました前年同期と比べ、直近のニッケル

価格は約７割減と大きく下落しており、ステンレス鋼帯製品価格の下落が続いております。この下落基調が継続し

ておりましたことから発注手控えも引き続きみられました。また、改正建築基準法の影響で建築関連商品の荷動き

も非常に低調でありました。 

このような状況のもと当第 1 四半期連結会計期間の売上高は、みがき帯鋼部門での高付加価値製品の拡販は概ね

順調に推移しましたが、みがき帯鋼部門での市況下落の影響や加工品部門での建築関連商品の不振などで前年同期

と比べ 12 億４百万円減収の 157 億９千７百万円となりました。損益面につきましては、前年同期はニッケル相場

が 高値をつける過程で販売価格への反映を順調に進めることができましたことによる仕入価格と販売価格のタ

イムラグによる差益がありましたが、当第１四半期連結会計期間はその差益がなくなりました。これらの結果、営

業利益は、前年同期と比べ６億１千５百万円減益の７億８千万円となり、経常利益は、前年同期と比べ５億４千万

円減益の７億３千万円となり、四半期純利益は、前年同期と比べて２億７千万円減益の４億３千４百万円となりま

した。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ７億４千２百万円減少の 683 億３千２百万円

となりました。これは主に、時価評価により投資有価証券は３億３千９百万円増加したものの、売上の減少に伴い

受取手形及び売掛金が８億５千９百万円減少したことによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ 10 億６千２百万円減少の 506 億３千８百万円となりました。これは主に、

長期借入金が９億２千４百万円減少したことと、売上の減少に伴い支払手形及び買掛金が３億６千万円減少したこ

とによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ３億１千９百万円増加の 176 億９千３百万円となりました。これは主に、当

第 1 四半期純利益４億３千４百万円の増加と配当金支払及び為替換算調整勘定の減少によるものです。その結果、

自己資本比率は 25.9％（前連結会計年度末 25.2％）となりました。 

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によ

る収支と投資活動による収支を合わせると、11 億４千２百万円の収入(前年同期５億９千１百万円の収入)となり、

さらに、財務活動による収支を加味すると、１億７千９百万円の支出(前年同期３億８千７百万円の支出)となり、

前連結会計年度末に比べ資金は１億８千５百万円(3.8%)の減少となり、当第 1四半期連結会計期間末には 47 億２千

１百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、14 億９千９百万円の収入（前年同期９億４百万円の収入）となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益が７億８千６百万円（前年同期 11 億８千６百万円）、減価償却費が３億７千万

円（前年同期３億３千４百万円）であり、売上債権の減少による収入７億２千１百万円によるものと、たな卸資産

の増加による支出２億５千３百万円によるものと、仕入債務の減少による支出１億３千４百万円と、法人税等の支

払額２億３千５百万円によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億５千６百万円の支出（前年同期３億１千３百万円の支出）となりま

した。これは、有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、13 億２千２百万円の支出（前年同期９億７千９百万円の支出）となりま

した。これは、長期借入金の返済による支出 10 億７千４百万円と配当金の支払額１億５千４百万円等によるもので

あります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

為替や原燃料価格の動向が不確定な状況でありますが、当第１四半期連結業績は概ね計画通り推移しました。従

いまして、通期の業績予想等は、当初の予想（平成 20 年５月８日発表）を変更しておりません。 

なお、上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したもので、多分に不確定な要素を含んでおり、

今後様々な要因により異なる場合があります。 

 

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）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①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。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

        固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却費予定額を期間按

分する方法によっております。 

③法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

        法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額免除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタ

ックス・プランニングを利用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・手続き、表示方法等の変更 

   ①当連結会計年度より「四半期連結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。 

   ②「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、主に移動平均法による原価法から主に移

動平均法による原価法(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、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ 89 百万円減少しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

     当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用しております。 

     これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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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 4,884 5,091

受取手形及び売掛金 
商品及び製品 
仕掛品 
原材料 

16,448

6,472

4,181

261

17,308

6,277

4,134

412

貯蔵品 680 678

その他 1,043 913

貸倒引当金 △28 △106

流動資産合計 33,944 34,709

固定資産 
有形固定資産 
建物及び構築物 4,983 5,080

機械装置及び運搬具 7,419 5,943

土地 16,672 16,701

その他 1,020 2,524

有形固定資産合計 30,095 30,248

無形固定資産 139 139

投資その他の資産 
   投資有価証券 3,242 2,903

   その他 970 1,113

   貸倒引当金 △60 △60

   投資その他の資産合計 4,152 3,976

 固定資産合計 34,387 34,365

資産合計 68,332 69,074

 
負債の部 
流動負債 
支払手形及び買掛金 19,203 19,563

短期借入金 
未払法人税等 
賞与引当金 

11,348

503

161

11,591

293

496

その他 3,024 2,399

流動負債合計 34,241 34,343

固定負債 
長期借入金 9,791 10,716

退職給付引当金 
再評価に係る繰延税金負債 
負ののれん 

2,414

4,035

1

2,416

4,035

1

その他 153 187

固定負債合計 16,397 17,356

50,638 51,700負債合計 
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  (単位：百万円)
 

当第１四半期連結会計期末 

(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 6,857 6,857

資本剰余金 986 986

利益剰余金 4,055 3,793

自己株式 △7 △6

株主資本合計 11,891 11,629

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 913 711

土地再評価差額金 4,855 4,850

為替換算調整勘定 32 182

評価・換算差額等合計 5,801 5,744

純資産合計 17,693 17,374

負債純資産合計 68,332 69,074

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5



 
 

日本金属㈱（5491)平成 21 年３月期 第 1 四半期決算短信 

(2) 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)
 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 15,797

売上原価  13,411

売上総利益 2,385

販売費及び一般管理費 1,605

営業利益 780

営業外収益 
 受取利息 1

 受取配当金 38

負ののれんの償却額 0

持分法による投資利益 1

為替差益 53

その他 39

 営業外収益合計 134

営業外費用 
 支払利息 83

 退職給付費用 85

 その他 15

 営業外費用合計 184

経常利益 730

特別利益 
 貸倒引当金戻入額 75  
 特別利益合計 75

特別損失 
固定資産売却損 3

固定資産処分損 16

 特別損失合計 19

税金等調整前四半期純利益 786

法人税、住民税及び事業税 450

法人税等調整額 △98

法人税等合計 351

四半期純利益 434
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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 
 減価償却費 
 引当金の増減額（△は減少） 
受取利息及び受取配当金 
支払利息 
為替差損益（△は益） 
持分法による投資損益（△は益） 
有形固定資産売却損 
有形固定資産処分損 

 売上債権の増減額（△は増加） 
 たな卸資産の増減額（△は増加） 

786

370

155

△40

83

△20

△1

3

16

721

△253

△134

85

1,772

 仕入債務の増減額（△は減少） 
その他 
小計 
利息及び配当金の受取額 
利息の支払額 
法人税等の支払額 

44

△82

△235

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,499

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 
 有形固定資産の売却による収入 
 投資有価証券の取得による支出 

△388

16

△5

 投資有価証券の売却による収入 2

 その他 19

 投資活動によるキャッシュ・フロー △356

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） 
 長期借入金の返済による支出 

△92

△1,074

 自己株式の取得による支出 △0  
 配当金の支払額 △154  
 その他 0  
 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,322

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △185

現金及び現金同等物の期首残高 4,907

現金及び現金同等物の期末残高 4,721
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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） 

    当該事項はありません。 

 

（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） 

    当該事項はありません。 
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「参考資料」 

 前第１四半期の「四半期財務・業績の概要」において開示した財務諸表等は、下記のとおりです。 

 

 (要約)四半期連結損益計算書 

(単位：百万円) 

前年同四半期 

（平成 20 年３月期第１四半期） 科  目 
金  額 

Ⅰ 売上高 17,001

Ⅱ 売上原価 13,902

売上総利益 

 

3,098

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,702

営業利益 1,395

 
Ⅳ 営業外収益 95

Ⅴ 営業外費用 220

経常利益 1,270

 
Ⅵ 特別利益 2

Ⅶ 特別損失 86

 税金等調整前四半期純利益 1,186

 
法人税、住民税及び事業税 505

法人税調整額 △23

四半期純利益 704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9



 
 

日本金属㈱（5491)平成 21 年３月期 第 1 四半期決算短信 

 

 

(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

前年同四半期 

（平成 20 年３月期第１四半期）科  目 
金  額 

Ⅰ 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 1,186

  減価償却費 334

  売上債権の増減額(△増加額) △1,025

  たな卸資産の増減額(△増加額) △2,249

  仕入債務の増減額(△減少額) 3,459

  その他 △800

  営業活動によるキャッシュ・フロー 904

Ⅱ 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 △314

   有形固定資産の売却による収入 5

  投資有価証券の取得による支出 △20

  その他 16

  投資活動によるキャッシュ・フロー △313

Ⅲ 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(△減少額) △4

  長期借入金の返済による支出 △804

  配当金の支払額 △167

   その他 △2

  財務活動によるキャッシュ・フロー △979

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 33

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額) △354

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,905

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 3,551
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