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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 7,223 ― 517 ― 529 ― 276 ―

20年3月期第2四半期 6,475 15.1 415 13.6 429 5.3 248 △10.0

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 55.43 ―

20年3月期第2四半期 52.27 ―

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 12,937 7,246 56.0 1,198.35
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2四半期  7,246百万円 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 ― 0.00 ― 18.00 18.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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  

※１株当たり当期純利益は、平成20年８月29日に第三者割当増資（1,285,000株）を実施したため変更しております。  

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 15,020 12.7 890 0.9 920 0.6 530 1.4 87.65

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、３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 
１．平成20年８月５日に公表いたしました連結業績予想の修正は行なっておりません。 
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異なる場合があります。 
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2四半期  6,091,000株 20年3月期  4,806,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  44,214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2四半期  4,993,930株 20年3月期第2四半期  4,763,036株



定性的情報・財務諸表等 

  

※定性的情報における「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 

  

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、鉄鋼原料等の資源価格の高騰及び米国のサブプライム住宅ロ

ーン問題に端を発した欧米金融市場の混乱等により個人消費が低迷するとともに輸出環境が悪化するなど、徐々に

景気の減速感が現れてきました。 

それに伴い、みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線の主要需要家である自動車・建設機械・工作機械業界におきまして

も、弱含み感が強まってきました。一方、原料調達コストの上昇により鋼材値上げが実施されました。 

このような経営環境下、当社グループは全社を挙げて収益の確保と売上高の拡大及び生産性の向上に取り組みま

した。 

まず、販売面では、製品価格の値上げに注力し収益の確保を図るとともに、きめ細かな営業活動に加え、新規取

引先の開拓により売上高の拡大に努めました。 

生産面では、歩留の向上及び機械毎の目標管理指標の達成に努め、生産性の向上に取り組むとともに、効果的な

設備投資を実施して品質の向上とコスト削減及び競争力強化にも努めました。 

以上の結果、東アジア向け輸出の減少などにより、販売数量は50,667トン（前年同四半期比2.9%減）となりまし

たが、売上高は製品価格の値上げ効果により7,223百万円（前年同四半期比11.6%増）と増収となりました。 

損益につきましては、材料価格の値上げなどがあったものの、製品価格の値上げにより営業利益は517百万円（前

年同四半期比24.5%増）、経常利益は529百万円（前年同四半期比23.2%増）、四半期純利益は276百万円（前年同四

半期比11.2%増）となり増益となりました。 

なお、本年８月に100％出資の子会社（社名：㈱サンユウ九州）を設立し、当第２四半期連結会計期間より連結の

範囲に含めております。 

事業部門ごとの業績は次のとおりであります。 

まず、みがき棒鋼部門におきましては、輸出の減少などにより販売数量は33,699トン（前年同四半期比4.9%減）

となりましたが、製品価格の値上げ効果により、売上高は4,971百万円（前年同四半期比7.0%増）となりました。 

また、冷間圧造用鋼線部門におきましては、需要が順調に推移した結果、販売数量は16,968トン（前年同四半期

比1.3%増）となり、製品価格の値上げ効果も寄与し、売上高は2,252百万円（前年同四半期比23.2%増）となりまし

た。 

  

当第２四半期累計期間に実施した設備投資の総額は367百万円で、その主なものは、八尾工場の連続抽伸機付帯設

備の改造であります。これらの資金は全て自己資金にて賄いました。 

  

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における資産の残高は12,937百万円となり、前連結会計年度末に比べ781百万円増加

いたしました。これは主に、製品価格の値上げにより売上高が増加し受取手形及び売掛金が172百万円増加したこと

や、材料価格の値上げに伴い棚卸資産が418百万円増加したこと並びに設備投資により有形固定資産が180百万円増

加したためであります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は5,691百万円となり、前連結会計年度末に比べ326百万円減少

いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が102百万円増加いたしましたが、有利子負債削減のため短期借入

金400百万円を返済したためであります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は7,246百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,107百万円

増加いたしました。これは主に、増資により資本金及び資本剰余金が970百万円増加したことや利益剰余金が191百

万円増加したためであります。 



（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、1,221百万

円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円増加いたしました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は72百万円となりました。これは主に、売上債

権や棚卸資産が増加したことや法人税等の支払いにより資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益491百万

円や仕入債務が増加したことなど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」 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は393百万円となりました。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」 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果調達した資金は409百万円となりました。これは主に、短期借

入金の返済400百万円、長期借入金の約定弁済71百万円による支出がありましたが、株式の発行により965百万円の

収入があったためであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 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８月５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 

 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。 

これにより当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、15,673千円

増加しております。 

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２四半期連結会計期間末
(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 1,221,485 1,132,951

受取手形及び売掛金 4,981,323 4,809,145

商品 453,976 426,405

製品 933,788 720,516

原材料 881,665 706,026

繰延税金資産 98,541 87,710

その他 325,534 311,242

貸倒引当金 △14,609 △10,242

流動資産合計 8,881,705 8,183,755

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 971,190 931,697

機械装置及び運搬具（純額） 1,426,257 1,026,932

土地 725,728 725,728

その他（純額） 104,542 363,108

有形固定資産合計 3,227,718 3,047,468

無形固定資産 55,363 57,074

投資その他の資産   

投資有価証券 673,794 763,485

長期貸付金 57,091 60,966

その他 52,866 54,217

貸倒引当金 △11,315 △11,315

投資その他の資産合計 772,436 867,352

固定資産合計 4,055,518 3,971,895

資産合計 12,937,223 12,155,651

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,204,893 4,102,405

短期借入金 － 400,000

1年内返済予定の長期借入金 109,900 132,781

未払法人税等 245,800 165,590

賞与引当金 146,780 135,980

役員賞与引当金 － 14,440

設備関係支払手形 145,429 154,576

その他 252,878 277,148

流動負債合計 5,105,681 5,382,921



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(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) 

固定負債   

長期借入金 78,300 126,800

繰延税金負債 60,803 110,615

退職給付引当金 331,954 310,012

役員退職慰労引当金 － 86,832

長期未払金 114,330 －

固定負債合計 585,387 634,259

負債合計 5,691,068 6,017,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,513,687 1,028,600

資本剰余金 1,317,207 832,120

利益剰余金 4,292,746 4,101,654

自己株式 △20,538 △20,160

株主資本合計 7,103,102 5,942,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 143,052 196,256

評価・換算差額等合計 143,052 196,256

純資産合計 7,246,155 6,138,469

負債純資産合計 12,937,223 12,155,651



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 7,223,314

売上原価 6,095,171

売上総利益 1,128,142

販売費及び一般管理費  

運搬費 204,044

給料及び手当 113,352

賞与引当金繰入額 48,431

退職給付費用 17,410

役員退職慰労引当金繰入額 3,596

貸倒引当金繰入額 4,367

減価償却費 13,985

その他 205,633

販売費及び一般管理費合計 610,821

営業利益 517,321

営業外収益  

受取利息 907

受取配当金 8,475

鉄屑売却収入 4,478

その他 7,571

営業外収益合計 21,432

営業外費用  

支払利息 2,806

売上割引 1,441

株式交付費 4,306

その他 641

営業外費用合計 9,195

経常利益 529,558

特別利益  

固定資産売却益 86

特別利益合計 86

特別損失  

固定資産除却損 13,561

固定資産売却損 26

役員退職慰労金 24,702

特別損失合計 38,289

税金等調整前四半期純利益 491,355

法人税、住民税及び事業税 238,667

法人税等調整額 △24,126

法人税等合計 214,540

四半期純利益 276,815



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 491,355

減価償却費 175,342

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,941

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 △9,382

支払利息 2,806

売上債権の増減額（△は増加） △172,177

たな卸資産の増減額（△は増加） △418,578

仕入債務の増減額（△は減少） 111,813

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） △12,048

その他 3,481

小計 222,050

利息及び配当金の受取額 13,735

利息の支払額 △2,543

法人税等の支払額 △160,257

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,985

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 △380,953

有形固定資産の売却による収入 238

投資有価証券の取得による支出 △29

無形固定資産の取得による支出 △18,300

貸付金の回収による収入 5,444

投資活動によるキャッシュ・フロー △393,599

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） △400,000

長期借入金の返済による支出 △71,381

株式の発行による収入 965,868

自己株式の取得による支出 △378

配当金の支払額 △84,961

財務活動によるキャッシュ・フロー 409,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,533

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 1,221,485



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

みがき棒鋼及び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。

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

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

〔海外売上高〕 

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） 

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 

当社は、平成20年８月29日付で、新日本製鐵株式會社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第２四半期連結会計期間において資本金が485百万円、資本準備金が485百万円増加し、当第２四半期連結会計

期間末において資本金が1,513百万円、資本準備金が1,317百万円となっております。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 6,475,265 100.0 

Ⅱ 売上原価 5,492,856 84.8 

売上総利益 982,409 15.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 567,008 8.8 

営業利益 415,401 6.4 

Ⅳ 営業外収益 20,602 0.3 

Ⅴ 営業外費用 6,280 0.1 

経常利益 429,723 6.6 

Ⅵ 特別利益 4,662 0.1 

Ⅶ 特別損失 256 0.0 

税金等調整前中間純利益 434,130 6.7 

法人税、住民税及び事業税 165,307 2.6 

法人税等調整額 19,839 0.3 

中間純利益 248,983 3.8 

     



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 434,130 

減価償却費 157,332 

退職給付引当金の減少額 △5,538 

役員退職給与引当金の増加額 7,192 

受取利息及び受取配当金 △9,652 

支払利息  4,627 

売上債権の減少額 124,662 

棚卸資産の増加額 △35,810 

仕入債務の増加額 78,907 

その他債務の減少額 △24,341 

その他  △12,943 

小計 718,564 

利息及び配当金の受取額 9,722 

利息の支払額  △4,528 

法人税等の支払額 △454,457 

営業活動によるキャッシュ・フロー 269,302 

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 △480,882 

無形固定資産の取得による支出  △1,800 

有形固定資産の売却による収入  800 

投資有価証券の取得による支出 △29 

貸付けによる支出 △7,447 

貸付金の回収による収入  4,550 

投資活動によるキャッシュ・フロー △484,809 

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 200,000 

長期借入金の返済による支出 △86,402 

自己株式の取得による支出 △450 

配当金の支払額 △71,827 

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,320 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △174,186 

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中間期末残高 1,190,937 

   



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

みがき棒鋼及び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。

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

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

〔海外売上高〕 

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） 

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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