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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 30,964 ― 1,420 ― 1,193 ― 639 ―

20年3月期第2四半期 35,333 33.4 2,759 66.8 2,476 90.1 1,362 80.2

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

21年3月期第2四半期 9.55 ―

20年3月期第2四半期 20.35 ―

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2四半期 66,050 17,475 26.5 260.96
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2四半期  17,475百万円 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 ― 2.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照下さい。  

(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．その他をご参照下さい。  

(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2四半期  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2四半期  36,373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2四半期  35,374株 20年3月期第2四半期  31,766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 

 

売上高 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

１株当たり 

四半期純利益

 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （円） 

21 年３月期第２四半期累計 30,964 1,420 1,193 639 9.55

20 年３月期第２四半期累計 35,333 2,759 2,476 1,362 20.35

増減率 △12.4% △48.5% △51.8% △53.1% △53.1%

 

 当第２四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日から平成 20 年９月３０日まで）のわが国経済は、世界的な資源・

エネルギー価格の高騰による物価の上昇や米国のサブプライムローン問題に端を発する金融不安により後退局面に入りま

した。  

当業界におきましては、世界的な景気後退局面がみられましたことや先行き供給超過予想から、当社グループの主力商

品である冷間圧延ステンレス鋼帯の主要な原材料であるニッケルの価格が大幅な下落を続けました。このためステンレス鋼

価格の先安感が加速したことによるユーザーの更なる発注手控えや需要自体の減少が見られ、ステンレスメーカー各社は

減産の継続や更なるコストの削減に取り組んでおります。 

このような状況下におきまして、当社グループは、競争力強化のための、さらに徹底した製品の差別化を図るため、追随を

許さない独自の生産・販売技術の開発及び向上を常に念頭におき活動を行っております。また、景気後退による市場収縮

の影響を抑えるべく費用削減に一層努める活動にも鋭意取り組んでおります。 

業績につきましては、販売数量の減少、販売価格の下落により売上高は、前年同期と比べ 43 億６千８百万円（12.4％）減

少の309億６千４百万円となりました。また、営業利益は、前年同期と比べ13億３千９百万円（48.5％）減少の14億２千万円、

経常利益は、前年同期と比べ 12 億８千３百万円（51.8％）減少の 11 億９千３百万円、四半期純利益は、前年同期と比べ７億

２千２百万円（53.1％）減少の６億３千９百万円となりました。 

みがき帯鋼部門におきましては、エネルギーや副資材の価格高騰による原価の上昇を抑えるため、費用の削減及

び生産効率の向上に努め、高付加価値製品の拡販に力を注ぎました。 

冷間圧延ステンレス鋼帯の販売に関しましては、当社グループの独自性を活かした、お客様のご要望への実現対

応による高付加価値製品の拡販を継続して行い、高付加価値製品の生産比率を向上させることができました。しか

しながら、ニッケル価格の暴落による販売価格の下落があり、また、世界的に不透明な経済動向により、主にデジ

タル家電向けや高級自動車用モール材料向けなどで需要が落ち込み、前年度下半期に続き数量・金額共に市場が縮

小いたしました。これらの結果、受注の確保に努めましたものの、特にニッケル価格暴落に伴う先安感からの慢性

的な発注手控えがみられたまま世界的な景気後退局面に入りましたことによる数量減と販売価格の下落が大きく

影響し、数量・金額共に前年同期と比べ減少いたしました。 

みがき特殊帯鋼の販売につきましては、自動車向けや刃物向けなどの需要が堅調でありましたことや原材料価格

の上昇分を販売価格に反映できましたことで、数量につきましては前年同期と比べてほぼ同等となり、金額につき

ましては増加いたしました。また、高付加価値製品の拡販もあり損益面におきましても向上いたしました。 

マグネシウム合金帯の販売につきましては、積極的なプレゼンテーション活動を継続して行っており、ノートパ

ソコン向けなどの販売増により数量・金額共に増加いたしました。 

これらの結果、みがき帯鋼部門の売上高は、前年同期と比べ 38 億１千５百万円（12.5％）減少の 266 億２千６

百万円となり、営業利益は、前年同期と比べ８億８千３百万円（31.6％）減少の 19 億１千万円となりました。 

加工品部門におきましては、改正建築基準法の影響で建築関連商品の大きな落ち込みや自動車向けの精密細管の

販売不振の影響により、前年同期と比べ５億５千３百万円（11.3％）減少の 43 億３千８百万円となり、営業利益は、

前年同期と比べ５億３百万円（79.3％）減少の 1 億３千１百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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 30 億２千４百万円（4.4％）減少の 660 億５

千万円となりました。これは主に、有利子負債の削減を進めた結果現金及び預金が 10 億１千２百万円減少し、売上

高の減少に伴い受取手形及び売掛金が 17 億３千６百万円減少し、また、株価下落時の時価評価により投資有価証券

が４億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 31 億２千４百万円（6.0％）減少の 485 億７千５百万円となりました。こ

れは主に、売上高の減少に伴い支払手形及び買掛金が 17 億９百万円減少し、長期借入金が 21 億９千２百万円減少

したこと等によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ１億円（0.6％）増加の 174 億７千５百万円となりました。これは主に、当

第２四半期連結累計期間純利益６億３千９百万円の増加と配当金の支払１億６千７百万円及び為替換算調整勘定

（海外子会社等の純資産の為替換算に伴うもの）１億３千６百万円の減少等によるものです。その結果、自己資本

比率は 26.5％（前連結会計年度末 25.2％）となりました。 

 

（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累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、４億７千４百万円の収入(前年同期１億２千４百万円の支出)となり、

さらに、財務活動による収支と、現金及び現金同等物に係る換算差額を加味すると、前連結会計年度末に比べ資金

は９億９千２百万円(20.2%)の減少となり、当第２四半期連結累計期間末には 39 億１千４百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、13 億５千２百万円の収入（前年同期

10 億１千７百万円の収入）となりました。主な増加項目は、税金等調整前四半期純利益が 11 億７千３百万円（前

年同期 23 億４千２百万円）、減価償却費が７億５千４百万円（前年同期６億７千４百万円）、売上債権の減少 16 億

１千６百万円によるものであり、一方主な減少項目は、たな卸資産の増加２億６百万円、仕入債務の減少 15 億１千

７百万円、法人税等の支払額２億４千３百万円によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、８億７千７百万円の支出（前年同期

11 億４千２百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出があったことによるもので

あります。 

当第 2四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、14 億５千７百万円の支出（前年同期

５億４千５百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出 22 億２千２百万円と配当金の

支払額１億５千６百万円によるものであります。 

 

 

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２四半期連結累計期間の業績は概ね計画通り推移し

ました。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が、昨今の急激な経

済環境の変化により、当社を取り巻く環境も大きく変わることが予想されるため、現在業績予想見直しの作業を行

っております。この結果、業績修正がありました場合は速やかに公表いたします。 
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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） 

    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 

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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、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 80 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２四半期連結会計期末 

(平成 20 年９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 4,078 5,091

受取手形及び売掛金 
商品及び製品 
仕掛品 
原材料 

15,571

6,434

4,136

312

17,308

6,277

4,134

412

貯蔵品 693 678

その他 813 913

貸倒引当金 △67 △106

流動資産合計 31,971 34,709

固定資産 
有形固定資産 
建物及び構築物（純額） 4,911 5,080

機械装置及び運搬具（純額） 7,558 5,943

土地 16,674 16,701

その他（純額） 940 2,524

有形固定資産合計 30,084 30,248

無形固定資産 340 139

投資その他の資産 
   投資有価証券 2,502 2,903

   その他 1,214 1,133

   貸倒引当金 △63 △60

   投資その他の資産合計 3,654 3,976

  固定資産合計 34,079 34,365

資産合計 66,050 69,074

 
負債の部 
流動負債 
支払手形及び買掛金 17,854 19,563

短期借入金 
未払法人税等 
賞与引当金 

12,485

517

490

11,591

293

496

その他 2,202 2,399

流動負債合計 33,550 34,343

固定負債 
長期借入金 8,523 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 

2,342

4,035

1

2,416

4,035

1

その他 122 187

固定負債合計 15,025 17,356

48,575 51,700負債合計 
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  (単位：百万円)
 

当第２四半期連結会計期末 

(平成 20 年９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 4,260 3,793

自己株式 △7 △6

株主資本合計 12,096 11,629

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 477 711

土地再評価差額金 4,855 4,850

為替換算調整勘定 45 182

評価・換算差額等合計 5,378 5,744

純資産合計 17,475 17,374

負債純資産合計 66,050 69,074
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(2) 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)
 当第２四半期連結累計期間 

 ( 自  平成 20 年４月 １日 

    至 平成 20年９月 30日) 

 

売上高 30,964

売上原価  26,355

売上総利益 4,609

販売費及び一般管理費 3,189

営業利益 1,420

営業外収益 
 受取利息 4

 受取配当金 42

負ののれんの償却額 0

持分法による投資利益 0

為替差益 17

賃貸料 36

その他 44

 営業外収益合計 145

営業外費用 
 支払利息 165

 退職給付費用 170

 その他 36

 営業外費用合計 373

経常利益 1,193

特別利益 
 貸倒引当金戻入額  
特別損失 

34

固定資産売却損 3

固定資産除却損 36

 投資有価証券評価損 13

 特別損失合計 53

税金等調整前四半期純利益 1,173

法人税、住民税及び事業税 480

法人税等調整額 53

法人税等合計 533

四半期純利益 639
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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２四半期連結累計期間 

(自  平成 20 年４月 １日 

 至 平成 20 年９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（△は益） 
有形固定資産除却損 

 売上債権の増減額（△は増加） 
 たな卸資産の増減額（△は増加） 

1,173

754

△117

△46

165

△13

△0

3

36

1,616

△206

△1,517

△137

1,712

 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 

50

△167

△243

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,352

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 

△709

15

△11

 投資有価証券の売却による収入 2

 その他 △173

 投資活動によるキャッシュ・フロー △877

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 

923

△2,222

 自己株式の増減額（△は増加） △0  
 配当金の支払額 △156  
 その他 △1  
 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,457

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △992

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四半期末残高 3,914
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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２四半期連結会計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９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２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

    当該事項はありません。 
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「参考資料」 

 (要約)中間連結損益計算書 

(単位：百万円) 

前中間連結会計期間 

(自  平成 19 年４月 １日 

 至 平成 19 年９月 30 日) 
科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 35,333

Ⅱ 売上原価 29,249

売上総利益 

 

6,083

Ⅲ 販売費及び一般管理費    3,323

営業利益 2,759

 
Ⅳ 営業外収益 139

Ⅴ 営業外費用 422

経常利益 2,476

 
Ⅵ 特別利益 6

Ⅶ 特別損失 139

 税金等調整前中間純利益 2,342

 
法人税、住民税及び事業税 863

法人税調等整額 116

中間純利益 1,362
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(要約)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

前中間連結会計期間 

(自  平成 19 年４月 １日 

 至 平成 19 年９月 30 日) 
科  目 

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前中間純利益 2,342

  減価償却費 674

  売上債権の増減額(△増加額) △2,036

  たな卸資産の増減額(△増加額) △2,202

  仕入債務の増減額(△減少額) 3,348

  その他 △1,108

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,017

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 △1,151

   有形固定資産の売却による収入 11

  投資有価証券の取得による支出 △42

  その他 39

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,142

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) 2,624

  長期借入金の返済による支出 △3,012

  配当金の支払額 △158

   その他 1

  財務活動によるキャッシュ・フロー △545

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 45

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額) △624

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中間期末残高 3,281
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