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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 17,838 ― 1,663 ― 1,993 ― 618 ―

20年3月期第2四半期 16,468 42.2 996 117.2 1,369 42.3 1,156 53.3

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 12.23 ―

20年3月期第2四半期 22.70 22.15

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 68,329 43,073 59.0 797.02
20年3月期 68,071 43,085 59.4 799.06

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  40,281百万円 20年3月期  40,459百万円

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 ― 3.00 ― 5.00 8.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 8.00

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  有  
 

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 38,263 11.4 3,379 56.4 3,858 37.7 1,659 △1.7 32.83

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、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 
 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条）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。 
 上記の業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであって実際の業績は、様々な要因によって予想値と異なる場合があり得ることをご承知お
きください。  

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 有

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  51,755,478株 20年3月期  52,055,478株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,215,546株 20年3月期  1,421,633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  50,583,834株 20年3月期第2四半期  50,927,078株
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当第2四半期連結累計期間（平成20年4月１日～平成20年9月30日）におけるわが国経済は、米国内はも

とより、欧州やアジアにおける金融危機の深刻化や景気の下振れ、株式・為替市場の大幅な変動などが、

実体経済へ本格的に波及しつつあり、景気減速感が一層強まってまいりました。  

 鉄鋼二次製品業界におきましても、公共投資の抑制が続く中、建設業の不振・自動車の需要減退、ま

た、原材料価格がかつて経験したことのないほど大幅な値上がりとなり、さらには、一般副資材や流通経

費が高騰するなど、経営環境は依然として厳しい状況で推移いたしました。  

 このような状況の中、当社グループは、第二次中期経営計画の初年度として、全社を挙げて計画達成に

向けて積極的な営業活動を展開した結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は17,838百万円（前年同期

比8.3％増）となり、収益面におきましても、十分とはいかないまでも販売価格の上昇に努めたことと、

グループ全体での合理化施策を推進したことにより、営業利益は1,663百万円（同67.0％増）、経常利益

は1,993百万円（同45.6％増）となり、四半期純利益につきましては、投資有価証券評価損などの特別損

失を計上したことと、前年同期に特別利益として計上した子会社の合併に伴う持分変動利益がなくなった

ことにより618百万円（同△46.5％減）となりました。 

  
  

当第2四半期末の総資産は68,329百万円となり、前連結会計年度末に比べ258百万円増加となりました。

流動資産は28,414百万円となり、前連結会計年度末に比べ△159百万円減少となりました。これは主に、

現金及び預金の減少が、受取手形及び売掛金、有価証券、棚卸資産などの増加を上回ったことによるもの

です。固定資産は39,914百万円となり、前連結会計年度末に比べ418百万円増加となりました。これは主

に、投資その他の資産のうちの繰延税金資産などの増加が、投資有価証券などの減少を上回ったことによ

るものです。 

 当第2四半期末の負債合計は25,255百万円となり、前連結会計年度末に比べ270百万円増加となりまし

た。流動負債は12,874百万円となり、前連結会計年度末に比べ790百万円増加となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金などの増加が、一年以内償還予定の新株予約権付社債などの減少を上回ったこと

によるものです。固定負債は12,381百万円となり、前連結会計年度末に比べ△519百万円減少となりまし

た。これは主に、長期借入金などの減少によるものです。    

 当第2四半期末の純資産合計は43,073百万円となり、前連結会計年度末に比べ△11百万円減少となりま

した。これは主に、その他有価証券評価差額金が時価の低下により減少したことによるものです。この結

果、自己資本比率は59.0％となりました。 

  
  

今後のわが国経済の見通しにつきましては、米国・欧州を中心とした金融収縮による影響が実体経済に

波及しはじめており、景気のさらなる下振れリスクが高まるものと思われます。 

 このような状況の中、当社グループの通期の業績見通しにつきましては、平成20年5月9日の決算短信で

公表いたしました業績予想の修正を行い、連結売上高は38,263百万円（前年同期比11.4％増）、営業利益

は3,379百万円（同56.4％増）、経常利益は3,858百万円（同37.7％増）、当期純利益は1,659百万円（同

△1.7％減）を見込んでおります。 

  
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

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測

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。 

  

 ④税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

 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、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13百万円それぞれ減少しております。 

③「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 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 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、リース資産として計上しておりま

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開始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。 

 この変更による当第2四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

  

  

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）

(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

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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
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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：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 4,300,232 6,520,748 

受取手形及び売掛金 11,801,888 11,716,988 

有価証券 847,060 502,036 

製品 7,602,331 6,830,103 

原材料 2,458,889 1,776,484 

仕掛品 774,814 624,942 

貯蔵品 321,898 292,451 

繰延税金資産 142,105 125,353 

その他 178,957 215,933 

貸倒引当金 △13,300 △30,840 

流動資産合計 28,414,876 28,574,201 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 6,376,065 6,497,093 

機械装置及び運搬具（純額） 4,438,473 4,314,947 

土地 8,805,339 8,805,339 

その他（純額） 666,132 780,028 

有形固定資産合計 20,286,011 20,397,408 

無形固定資産 

のれん 736,952 842,231 

その他 139,488 159,595 

無形固定資産合計 876,441 1,001,827 

投資その他の資産 

投資有価証券 15,425,480 15,434,711 

長期貸付金 217,868 103,578 

繰延税金資産 682,764 412,680 

その他 2,464,055 2,183,990 

貸倒引当金 △37,788 △37,397 

投資その他の資産合計 18,752,379 18,097,563 

固定資産合計 39,914,832 39,496,798 

資産合計 68,329,709 68,071,000 
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（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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 8,062,992 6,972,650 

短期借入金 1,500,000 1,000,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,400,000 1,400,000 

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 525,000 

未払金 838,995 949,868 

未払法人税等 320,472 447,123 

賞与引当金 271,155 268,349 

その他 480,635 521,227 

流動負債合計 12,874,251 12,084,221 

固定負債 

長期借入金 8,500,000 9,200,000 

繰延税金負債 1,310,009 1,310,009 

退職給付引当金 1,657,028 1,751,978 

役員退職慰労引当金 152,182 162,044 

その他 762,274 477,382 

固定負債合計 12,381,494 12,901,413 

負債合計 25,255,746 24,985,635 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,720,068 10,720,068 

資本剰余金 10,888,032 10,888,032 

利益剰余金 19,785,018 19,549,320 

自己株式 △509,371 △599,738 

株主資本合計 40,883,748 40,557,683 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 6,180 308,121 

繰延ヘッジ損益 △608,715 △406,530 

評価・換算差額等合計 △602,535 △98,409 

少数株主持分 2,792,749 2,626,091 

純資産合計 43,073,963 43,085,365 

負債純資産合計 68,329,709 68,071,000 
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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：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 17,838,278 

売上原価 14,038,240 

売上総利益 3,800,037 

販売費及び一般管理費 

発送運賃 751,411 

荷造費 162,594 

役員報酬 92,928 

給料 408,116 

賞与引当金繰入額 68,592 

退職給付費用 20,545 

役員退職慰労引当金繰入額 14,272 

福利厚生費 100,560 

賃借料 85,099 

のれん償却額 105,278 

雑費 326,774 

販売費及び一般管理費合計 2,136,175 

営業利益 1,663,862 

営業外収益 

受取利息 148,234 

受取配当金 106,874 

有価証券売却益 90,485 

受取賃貸料 17,952 

雑収入 54,951 

営業外収益合計 418,497 

営業外費用 

支払利息 76,440 

支払手数料 5,808 

雑支出 6,119 

営業外費用合計 88,369 

経常利益 1,993,991 

特別利益 

投資有価証券売却益 4,393 

固定資産売却益 251 

特別利益合計 4,645 

特別損失 

投資有価証券評価損 860,840 

固定資産除売却損 51,250 

その他 45,574 

特別損失合計 957,664 

税金等調整前四半期純利益 1,040,972 

法人税、住民税及び事業税 272,568 

法人税等調整額 △16,841 

法人税等合計 255,727 

少数株主利益 166,658 

四半期純利益 618,586 
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(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 1,040,972 

減価償却費 861,874 

のれん償却額 105,278 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,149 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,805 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,861 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △94,950 

受取利息及び受取配当金 △255,109 

支払利息 76,440 

有価証券売却損益（△は益） △90,485 

投資有価証券売却損益（△は益） △2,802 

投資有価証券評価損益（△は益） 860,840 

固定資産除売却損益（△は益） 33,438 

売上債権の増減額（△は増加） △84,899 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,633,951 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,335,129 

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,085 

その他 △309,586 

小計 1,784,899 

利息及び配当金の受取額 258,181 

利息の支払額 △76,434 

法人税等の支払額 △396,135 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,570,510 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △101,400 

定期預金の払戻による収入 601,000 

有価証券の売却による収入 306,852 

投資有価証券の取得による支出 △3,502,572 

投資有価証券の売却による収入 1,557,807 

有形固定資産の取得による支出 △1,017,239 

有形固定資産の売却による収入 6,095 

無形固定資産の取得による支出 △10,000 

貸付けによる支出 △115,000 

貸付金の回収による収入 710 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,273,747 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

新株予約権付社債の償還による支出 △525,000 

短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 

長期借入金の返済による支出 △700,000 

自己株式の取得による支出 △52,711 

自己株式の処分による収入 13,358 

リース債務の返済による支出 △157 

配当金の支払額 △253,169 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,017,679 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,720,916 

現金及び現金同等物の期首残高 5,918,880 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,197,964 
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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。 

  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 
                            （単位：千円） 

「参考資料」

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

Ⅰ売上高 16,468,012

Ⅱ売上原価 13,331,444

売上総利益 3,136,568

Ⅲ販売費及び一般管理費 2,140,510

   発送運賃 959,963

   包装料 28,697

   役員報酬 92,534

   給料 363,653

   賞与引当金繰入額 66,353

   退職給付費用 16,583

   役員退職慰労引当金繰入額 8,751

   福利厚生費 87,374

   賃借料 79,872

   のれん償却額 105,278

   雑費 331,447

営業利益 996,057

Ⅳ営業外収益 491,744

   受取利息 187,575

   受取配当金 103,813

   有価証券売却益 139,569

   賃貸収入 10,681

   雑収入 50,104

Ⅴ営業外費用 118,278

   支払利息 78,280

   支払手数料 31,308

   雑支出 8,689

経常利益 1,369,524

Ⅵ特別利益 731,764

   持分変動利益 656,860

   固定資産売却益 74,904

Ⅶ特別損失 614,413

   投資有価証券評価損 250,856

   過年度役員退職慰労引当金繰入額 312,763

   固定資産売廃却損 41,411

   その他 9,381

税金等調整前中間純利益 1,486,875

   法人税、住民税及び事業税 398,934

   法人税等調整額 △ 121,388

   少数株主利益 53,116

中間純利益 1,156,213
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

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)

区分 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 1,486,875

 減価償却費 851,226

 のれん償却額 105,278

 貸倒引当金の減少額 △1,330

 賞与引当金の増加額 14,771

 退職給付引当金の減少額 △33,314

役員賞与引当金の減少額 △35,000

役員退職慰労引当金の増加額 137,760

 受取利息及び受取配当金 △291,389

 支払利息 78,280

 有価証券売却益 △139,569

 投資有価証券評価損 250,856

持分変動利益 △656,860

 固定資産売却益 △74,904

 固定資産売廃却損 41,411

売上債権の減少額 1,819,394

 棚卸資産の増加額 △383,331

 仕入債務の減少額 △602,503

 未払消費税等の減少額 △87,970
 その他 △420,945

 小計 2,058,736

 利息及び配当金の受取額 290,557
 利息の支払額 △79,260
 法人税等の支払額 △512,565

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,757,467

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
 定期預金の預入による支出 △101,867

 定期預金の払出による収入 100,900

有価証券の取得による支出 △186

 有価証券の売却による収入 539,425

 投資有価証券の取得による支出 △4,009,892

 投資有価証券の売却による収入 3,595,050

 有形固定資産の取得による支出 △67,115

 有形固定資産の売却による収入 81,486

 無形固定資産の取得による支出 △45,988

 貸付による支出 △101,000
 貸付金の回収による収入 132,568

 投資活動によるキャッシュ・フロー 123,379

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金の純減少額 △4,567,355

長期借入による収入 5,000,000

 長期借入金返済による支出 △733,369

 自己株式の取得による支出 △66,622

 自己株式の処分による収入 52,296
 配当金の支払額 △253,867

 財務活動によるキャッシュ・フロー △568,917

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 1,311,928

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 3,104,586

Ⅵ合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 434,999
Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 4,851,514
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