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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 3,613 ― 265 ― 276 ― 129 ―

20年3月期第1四半期 3,379 19.7 231 6.9 242 △5.0 142 △7.9

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 27.11 ―

20年3月期第1四半期 30.00 ―

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 12,662 6,227 49.2 1,307.73
20年3月期 12,155 6,138 50.5 1,288.95

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,227百万円 20年3月期  6,138百万円

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 ― ― ― 18.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 18.00 18.00

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 7,170 ― 440 ― 460 ― 270 ― 56.69
通期 15,020 12.7 890 0.9 920 0.6 530 1.4 111.29

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  無  

(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、２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、その他の特記事項 
１．平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。 
２．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、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、２ページ【定性的情報・財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．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  4,806,000株 20年3月期  4,806,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  43,614株 20年3月期  43,614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  4,762,386株 20年3月期第1四半期  4,763,086株



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１四半期におけるわが国経済は、原油及び原材料価格の高騰や米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発し

た金融市場への影響などにより、景気の減速感が高まりました。 

みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線業界におきましては、主要需要業界である自動車・建設機械・産業機械分野におけ

る好調な需要に支えられ堅調に推移いたしましたが、今後、米国の景気減速を受け自動車業界の悪化により先行き不

透明感が増しております。一方、材料価格につきましては、中国を中心とする旺盛な鉄鋼需要を背景とした鉄鉱石な

どの原料調達コストの上昇により、前期に引き続き鋼材値上げが実施されました。 

このような状況下、当社グループは、製品販売価格の値上げに注力し売上高の拡大や収益確保に努めるとともに、

効果的な設備投資を実施して生産能力増強、生産性並びに品質向上に取り組んでまいりました。 

その結果、東アジア向け輸出の減少などにより、販売数量は26,599トン（前年同四半期比1.4%減）となりました

が、売上高は製品販売価格値上げにより3,613百万円（前年同四半期比6.9%増）と増収となりました。 

損益につきましても、営業利益265百万円、経常利益276百万円、四半期純利益は129百万円となり、順調に推移し

ております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における資産の残高は12,662百万円となり、前連結会計年度末に比べ507百万円増加いたしまし

た。これは主に、売上高の伸長により受取手形及び売掛金が273百万円増加したことや設備投資により有形固定資産

が184百万円増加したためであります。 

当第１四半期末における負債の残高は6,434百万円となり、前連結会計年度末に比べ417百万円増加いたしました。

これは主に、有利子負債は292百万円減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が426百万円、設備関係支払手形が

120百万円それぞれ増加したためであります。 

当第１四半期末における純資産の残高は6,227百万円となり、前連結会計年度末に比べ89百万円増加いたしまし

た。これは主に、利益剰余金が43百万円増加したためであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点においては平成20年５月９日の決算発表時と

特に変更はありません。 

  

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 

該当事項はありません。 

（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。   

（追加情報） 

① 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

法人税法の改正により、当社グループの機械装置の耐用年数は従来の11年から14年に変更されました。これ

を機に使用状況の調査を行った結果、耐用年数14年が実態をより適切に反映していると認められたため、当第

１四半期連結会計期間より当社グループの機械装置の耐用年数を14年に変更しております。 

② 役員退職慰労引当金 

平成20年６月27日開催の定時株主総会において、役員に対する退職慰労金制度の廃止及び同日までの在任期

間に対する退職慰労金を、各取締役それぞれの退任の際に支給することを決議いたしました。 

これに伴い、退職慰労金相当額114,330千円を「長期未払金」として固定負債に計上しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 996,389 1,132,951

受取手形及び売掛金 5,082,774 4,809,145

商品 403,031 426,405

製品 753,197 720,516

原材料 777,497 706,026

繰延税金資産 123,579 87,710

その他 306,591 311,242

貸倒引当金 △11,147 △10,242

流動資産合計 8,431,912 8,183,755

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 980,471 931,697

機械装置及び運搬具（純額） 1,423,076 1,026,932

土地 725,728 725,728

その他（純額） 102,574 363,108

有形固定資産合計 3,231,850 3,047,468

無形固定資産 56,219 57,074

投資その他の資産   

投資有価証券 841,221 763,485

長期貸付金 59,307 60,966

その他 53,561 54,217

貸倒引当金 △11,315 △11,315

投資その他の資産合計 942,773 867,352

固定資産合計 4,230,843 3,971,895

資産合計 12,662,756 12,155,651

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,528,749 4,102,405

短期借入金 146,093 400,000

1年内返済予定の長期借入金 123,200 132,781

未払法人税等 148,900 165,590

賞与引当金 73,390 135,980

役員賞与引当金 － 14,440

設備関係支払手形 275,527 154,576

その他 477,717 277,148

流動負債合計 5,773,577 5,382,921



（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 98,200 126,800

繰延税金負債 141,168 110,615

退職給付引当金 307,549 310,012

役員退職慰労引当金 － 86,832

長期未払金 114,330 －

固定負債合計 661,247 634,259

負債合計 6,434,825 6,017,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,028,600 1,028,600

資本剰余金 832,120 832,120

利益剰余金 4,145,017 4,101,654

自己株式 △20,160 △20,160

株主資本合計 5,985,577 5,942,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 242,353 196,256

評価・換算差額等合計 242,353 196,256

純資産合計 6,227,931 6,138,469

負債純資産合計 12,662,756 12,155,651



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 3,613,760

売上原価 3,051,283

売上総利益 562,477

販売費及び一般管理費  

運搬費 105,078

給料及び手当 57,198

賞与引当金繰入額 24,250

退職給付費用 5,160

役員退職慰労引当金繰入額 3,596

貸倒引当金繰入額 905

減価償却費 6,873

その他 94,350

販売費及び一般管理費合計 297,413

営業利益 265,063

営業外収益  

受取利息 481

受取配当金 7,461

鉄屑売却収入 2,429

その他 3,527

営業外収益合計 13,899

営業外費用  

支払利息 2,129

売上割引 590

営業外費用合計 2,719

経常利益 276,242

特別損失  

固定資産除却損 13,561

固定資産売却損 5

役員退職慰労金 24,702

特別損失合計 38,268

税金等調整前四半期純利益 237,973

法人税、住民税及び事業税 145,841

法人税等調整額 △36,954

法人税等合計 108,887

四半期純利益 129,086



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 237,973

減価償却費 83,803

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,463

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △86,832

受取利息及び受取配当金 △7,942

支払利息 2,129

売上債権の増減額（△は増加） △273,628

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,776

仕入債務の増減額（△は減少） 423,039

長期未払金の増減額（△は減少） 114,330

その他の負債の増減額（△は減少） 83,690

その他 17,520

小計 510,843

利息及び配当金の受取額 8,153

利息の支払額 △1,917

法人税等の支払額 △162,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,548

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 △132,726

有形固定資産の売却による収入 95

貸付金の回収による収入 7,313

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,318

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） △253,906

長期借入金の返済による支出 △38,181

配当金の支払額 △73,704

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △136,562

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,951

現金及び現金同等物の四半期末残高 996,389



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 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

みがき棒鋼並びに冷間圧造用鋼線の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は省略しておりま

す。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

本邦以外の国または地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

（６）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。 



（７）重要な後発事象 

１．第三者割当により発行される株式の募集について 

当社は平成20年７月29日開催の取締役会において、新設する100％出資の子会社への出資金及び劣後ローンに

充当するため、新日本製鐵株式會社に対して第三者割当増資による新株式を発行することを決議いたしました。

(1)募集株式数：普通株式 1,285,000株 

(2)払込金額：１株につき755円 

(3)払込金額の総額：970,175,000円 

(4)増加する資本金及び資本準備金：増加資本金     485,087,500円 

                      増加資本準備金 485,087,500円 

(5)募集又は割当方法：第三者割当の方法による新株式発行 

(6)申込期日：平成20年８月29日 

(7)払込期日：平成20年８月29日 

(8)新株券交付日：割当先から株券不所持の申し出を受ける予定であるため、今回の増資に係る新株式は交付しな

い。 

(9)割当先及び株式数：新日本製鐵株式會社 1,285,000株 

(10)新株式の継続所有の取決めに関する事項 

割当予定先に対して、発行日から２年以内において譲渡を行った場合には、その内容を当社に報告する旨

の確約書を締結する予定である。 

(11)前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

  

２．子会社の設立 

当社は平成20年７月29日開催の取締役会において、次のとおり100％出資子会社の設立を決議いたしました。 

(1)会社名：株式会社サンユウ九州 

(2)代表者：入江廣行（現在、当社取締役営業本部副本部長） 

(3)所在地：熊本県菊池市七城町蘇崎 蘇崎工業団地内 

(4)設立年月日：平成20年８月（予定） 

(5)事業内容：冷間圧造用鋼線及びみがき棒鋼の製造、加工及び販売 

(6)総投資額：約22億円 

(7)資本金：設立時 21百万円、最終資本金 490百万円を予定 

(8)株主構成等：当社100％ 

(9)従業員数：当初は15名程度、最終的には25名程度を予定 

(10)稼動開始時期：平成21年度下半期 

(11)生産能力：年間約40千トン 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

 売上高 3,379,396 

 売上原価 2,858,909 

売上総利益 520,487 

 販売費及び一般管理費 289,268 

営業利益 231,218 

 営業外収益 13,944 

 営業外費用 2,924 

経常利益 242,237 

 特別利益 5,690 

 特別損失 256 

税金等調整前四半期純利益 247,672 

法人税、住民税及び事業税 103,353 

法人税等調整額 1,430 

四半期純利益 142,888 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

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 247,672 

減価償却費 73,550 

退職給付引当金の増加額 660 

役員退職給与引当金の増加額 3,596 

受取利息及び受取配当金 △8,584 

支払利息 2,202 

売上債権の増加額 △212,199 

棚卸資産の減少額 41,212 

仕入債務の増加額 234,764 

その他債務の減少額 △4,960 

その他 △5,635 

小計 372,279 

利息及び配当金の受取額 8,274 

利息の支払額 △1,240 

法人税等の支払額 △376,989 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,324 

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 △351,706 

有形固定資産の売却による収入  800 

貸付けによる支出  △607 

貸付金の回収による収入  1,929 

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,585 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額 200,000 

長期借入金の返済による支出 △43,201 

配当金の支払額  △61,636 

財務活動によるキャッシュ・フロー 95,162 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △252,099 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,365,123 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,113,024 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

みがき棒鋼並びに冷間圧造用鋼線の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は省略しておりま

す。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

本邦以外の国または地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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