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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 18,787 ― 641 ― 692 ― 362 ―

20年3月期第3四半期 18,665 7.1 886 18.7 935 18.4 576 28.8

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3四半期 16.13 ―

20年3月期第3四半期 25.63 ―

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3四半期 20,562 11,067 53.8 493.57
20年3月期 20,378 11,397 55.9 507.37

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,067百万円 20年3月期  11,397百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 22,500 △9.9 350 △67.5 400 △64.8 200 △68.3 8.91

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期  22,558,063株 20年3月期  22,558,063株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  134,353株 20年3月期  94,688株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  22,443,169株 20年3月期第3四半期  22,475,897株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。なお、上記の業績予想は、平成20年５月13日に発表したものから修正いたしました。詳細は添付資料の２ページをご参照ください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した世界

的な景気悪化や円高を背景に、国内各企業の業績も急激に悪化しており、今後もさらに厳しい状況が続く
ものと予想されます。 
このような状況下にあって、当第３四半期累計期間の当社の売上高は、187億8千7百万円と前年同四半

期比0.7％の増加となりました。 
部門別の売上高では、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門では、118億3千4百万円

と前年同四半期比1.5％増加いたしました。焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております製造部門で
は、69億5千3百万円と前年同四半期比0.8％減少いたしました。 
経常利益につきましては、6億9千2百万円と前年同四半期比26.0％の減少となりました。また、四半期

純利益につきましても3億6千2百万円と前年同四半期比37.1％の減少となりました。 
なお、前年同四半期比は参考として記載しております。 
  
  

  

当第３四半期会計期間末の総資産は20,562百万円（前年同四半期比709百万円減少）、負債の部合計
9,495百万円（前年同四半期比197百万円減少）となり、純資産の部合計は11,067百万円（前年同四半期比
511百万円減少）となりました。 
  

当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末より253百万円減少し、3,710
百万円となりました。当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおり
であります。 
  

当第３四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を655百万
円、非資金項目である減価償却費を636百万円計上したほか、売上債権の減少65百万円、たな卸資産の増
加1,169百万円、仕入債務の増加1,412百万円、法人税等の支払450百万円等の結果、1,049百万円の資金流
入（前年同四半期は417百万円の資金流入）となりました。 
  

当第３四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得804百万円等に
より919百万円の資金流出（前年同四半期は24百万円の資金流出）となりました。 
  

当第３四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払に225百万円を行
ったこと等により、238百万円の資金流出（前年同四半期は230百万円の資金流出）となりました。 
  
  

経営環境等を勘案して通期の業績予想の見直しを行い、平成20年５月13日発表の予想を修正いたしまし
た。詳細は、平成21年１月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

①当第３四半期会計期間末の財政状態

②当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

3. 業績予想に関する定性的情報
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当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間末
の実地たな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。 
  

たな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。 
  

当事業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。 
  

税金費用については、当事業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しております。この見積実効税率の算
定にあたり加味する一時差異に該当しない差異等は重要なものに限定する方法によっております。な
お、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境、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、前事業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。 
  

期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を計上しております。数理計算上の差異は年間
費用処理額を期間按分した額を計上しております。 
  
  

  
１．当事業年度より「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、「四半期財務諸表
等規則」に従い四半期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の適用 

「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）を当事業年度より適用し、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。この変更による損益に与える影響はありません。 

  
３．リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によってお
りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会
計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平
成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用
することができることになったことに伴い、当事業年度よりこれらの会計基準等を適用し、通常の
売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
を採用しております。この変更により、当第３四半期会計期間末において、リース資産が、有形固
定資産に11,593千円、無形固定資産に19,631千円、リース債務が、流動負債に7,423千円、固定負
債に25,362千円計上されております。損益に与える影響はありません。 
なお、リース取引開始が平成20年３月31日以前である所有権移転外ファイナンス・リース取引につ
いては引続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

  
  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．実地たな卸

２．たな卸資産の評価方法

３．固定資産の減価償却費の算定方法

４．法人税等の算定方法

５．繰延税金資産の回収可能性の判断

６．退職給付引当金の計算

(2) 四半期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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平成20年度税制改正により、主に機械装置の法定耐用年数の改正がありましたので、当事業年度より
改正後の耐用年数により計算をしております。この変更により、当第３四半期累計期間の営業利益、経
常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ37,707千円減少しております。 
  

(追加情報)

有形固定資産の耐用年数の改正
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5.四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,710,892 3,819,665

受取手形及び売掛金 7,270,000 7,335,355

商品 2,063,876 1,129,710

製品 551,370 449,567

原材料 362,475 248,598

仕掛品 344,153 324,254

その他 253,675 271,610

貸倒引当金 △3,600 △3,600

流動資産合計 14,552,845 13,575,163

固定資産   

有形固定資産 4,207,954 4,574,697

無形固定資産 34,861 18,257

投資その他の資産   

投資有価証券 1,019,334 1,802,879

その他 776,916 434,027

貸倒引当金 △29,010 △26,860

投資その他の資産合計 1,767,241 2,210,047

固定資産合計 6,010,057 6,803,002

資産合計 20,562,902 20,378,165
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 7,702,213 6,289,816

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 61,663 244,872

賞与引当金 90,000 200,000

役員賞与引当金 33,000 45,000

その他 341,613 908,170

流動負債合計 8,628,491 8,087,859

固定負債   

退職給付引当金 656,497 666,565

役員退職慰労引当金 184,798 158,200

その他 25,362 68,313

固定負債合計 866,658 893,078

負債合計 9,495,150 8,980,937

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,469,608 1,469,608

利益剰余金 7,708,200 7,570,755

自己株式 △37,072 △27,949

株主資本合計 10,989,582 10,861,261

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 78,299 535,935

繰延ヘッジ損益 △129 31

評価・換算差額等合計 78,169 535,966

純資産合計 11,067,752 11,397,227

負債純資産合計 20,562,902 20,378,165
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(2)四半期損益計算書 
第３四半期累計期間 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 18,787,819

売上原価 16,544,366

売上総利益 2,243,452

販売費及び一般管理費 1,602,335

営業利益 641,117

営業外収益  

受取利息及び配当金 38,226

雑収入 13,756

その他 4,205

営業外収益合計 56,188

営業外費用  

支払利息 4,120

為替差損 822

その他 290

営業外費用合計 5,232

経常利益 692,073

特別利益  

固定資産売却益 541

貸倒引当金戻入額 103

保険解約返戻金 807

特別利益合計 1,452

特別損失  

固定資産除却損 3,494

投資有価証券評価損 31,277

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 2,600

その他 614

特別損失合計 37,986

税引前四半期純利益 655,539

法人税、住民税及び事業税 293,460

四半期純利益 362,078
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 655,539

減価償却費 636,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,150

賞与引当金の増減額（△は減少） △110,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,598

受取利息及び受取配当金 △38,226

支払利息 4,120

固定資産売却損益（△は益） △541

固定資産除却損 3,494

投資有価証券評価損益（△は益） 31,277

売上債権の増減額（△は増加） 65,355

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,169,083

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,404

仕入債務の増減額（△は減少） 1,412,396

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,767

その他の流動負債の増減額（△は減少） △37,696

その他 △2,781

小計 1,465,520

利息及び配当金の受取額 38,226

利息の支払額 △4,120

法人税等の支払額 △450,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,049,018

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △804,958

固定資産の売却による収入 2,247

投資有価証券の取得による支出 △25,601

貸付けによる支出 △4,128

貸付金の回収による収入 4,249

その他 △91,089

投資活動によるキャッシュ・フロー △919,281

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △4,330

自己株式の取得による支出 △9,123

配当金の支払額 △225,056

財務活動によるキャッシュ・フロー △238,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108,772

現金及び現金同等物の期首残高 3,819,665

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,710,892
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期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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「参考資料」

（要約）前第３四半期損益計算書

（単位：千円）

区      分

前第３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金    額

Ⅰ 売上高 18,665,912

Ⅱ 売上原価 16,228,609

   売上総利益 2,437,303

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,550,957

   営業利益 886,345

Ⅳ 営業外収益 53,548

Ⅴ 営業外費用 4,401

   経常利益 935,492

Ⅵ 特別利益 70,702

Ⅶ 特別損失 8,407

   税引前四半期純利益 997,788

   法人税、住民税及び事業税 421,751

   四半期純利益 576,036
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（要約）前第３四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

区         分

前第３四半期累計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金    額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 997,788 

   減価償却費 485,890

   貸倒引当金の増加・減少(△)額 400

   賞与引当金の増加・減少(△)額 △ 90,000

   役員賞与引当金の増加・減少(△)額 △ 10,000

   退職給付引当金の増加・減少(△)額 △ 122,371

   受取利息及び受取配当金 △ 36,781

   支払利息 4,077

   固定資産売却益 △ 72

   投資有価証券売却益 △ 54,844

   有形固定資産除却売却損 2,645

   投資有価証券割当益 △ 14,040

   売上債権の増加(△)・減少額 △ 839,668

   棚卸資産の増加(△)・減少額 △ 33,034

   その他の流動資産の増加(△)・減少額 △ 22,541

   仕入債務の増加・減少(△)額 575,885

   未払消費税等の増加・減少(△)額 △ 42,596

   その他流動負債の増加・減少(△)額 △ 2,636

   その他 △ 1,753

   小計 796,345

   利息及び配当金の受取額 36,781

   利息の支払額 △ 4,077

   法人税等の支払額 △ 411,116

  営業活動によるキャッシュ・フロー 417,933

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 △ 384,846

   有形固定資産の売却による収入 2,850

   投資有価証券の取得による支出 △ 7,669

   投資有価証券の売却による収入 284,434

   貸付による支出 △ 1,250

   貸付金の回収による収入 5,829
   その他 76,477

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 24,174

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   自己株式の取得による支出 △ 6,291

   配当金の支払額 △ 224,189

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 230,480

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 163,279
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,801,422
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,964,701
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当第３四半期累計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 
  
  

6. その他の情報

販売実績

品        目 販売高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

特殊帯鋼 7,995,777 42.6 2.5

普通鋼 2,987,808 15.9 △ 1.4

その他 850,483 4.5 2.6

商事部門計 11,834,068 63.0 1.5

焼入鋼帯 1,425,767 7.6 8.6

鈑金加工品 5,527,983 29.4 △ 3.0

製造部門計 6,953,750 37.0 △ 0.8

合        計 18,787,819 100.0 0.7
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