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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 103,340 ― △1,163 ― △2,077 ― △3,740 ―

20年3月期第3四半期 146,582 25.2 11,166 3.8 10,554 1.7 6,121 34.0

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3四半期 △22.27 ―

20年3月期第3四半期 35.67 ―

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 113,437 31,654 27.9 189.41
20年3月期 131,569 38,585 29.3 229.57

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  31,654百万円 20年3月期  38,585百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 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  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 125,000 △34.1 △2,500 ― △3,500 ― 1,900 △68.3 11.30

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．その他をご覧下さい。〕  

(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．その他をご覧下さい。〕  

(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 
・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。 
・業績予想は、現時点での将来に関する前提、見通し等に基づく予測が含まれており、今後発生する様々な要因によって異なる結果になる可能性があります。  

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  177,215,809株 20年3月期  177,215,809株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  10,097,392株 20年3月期  9,138,110株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  167,975,134株 20年3月期第3四半期  171,641,144株
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米国発の金融危機を背景とした世界的な景気後退に直面する中、当第３四半期末を迎えましたが、当第

３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期）における当社グループの連結経営成績の概要は以下の通り

です。 

  

（１）売上高 

世界経済の減速による市場環境の急激な悪化を背景に、製品販売価格は予想を上回る下落となりまし

た。又、実体経済の急激な悪化に、ニッケル価格の大幅な下落による客先の買い控えも相俟って、当第２

四半期以降のステンレス需要は急速に冷え込み、当第３四半期の販売量は前年同期比１５％程度減少しま

した。 

 この結果、当第３四半期の連結売上高は１，０３３億円と前年同期間比４３２億円の大幅な減収となり

ました。 

  

（２）営業利益・経常利益 

上記、販売環境の急激な悪化及び受注量の減少に対応した減産体制による大幅な収益減に加え、ニッケ

ル価格の急落に伴なう在庫評価損を１９億円（前年同期間比△１６億円）、又、当第１四半期連結会計期

間より適用した棚卸資産の評価基準変更に伴ない、当第３四半期末に３０億円の評価損を計上しました。

 この結果、営業利益は前年同期間比１２３億円の減益となる△１１億円（損失）、経常利益は同１２６

億円減益の△２０億円（損失）となりました。 

  

（３）四半期純利益 

当第３四半期においては、当連結会計年度より、棚卸資産の評価基準について「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」が適用されることとなり、前連結会計年度末における棚卸資産を期首にて変更後の評価基準

により評価し、評価損として２７億円、又、当第３四半期末における当社保有の投資有価証券時価評価に

よる評価損として９億円をそれぞれ特別損失にて計上しています。 

 この結果、税金等調整前四半期純利益は、△５９億円（損失）と前年同期間比１５９億円の減益となり

ましたが、法人税等の調整により四半期純利益は、前年同期間比９８億円減益の△３７億円（損失）とな

りました。 

  

  

（１）資産 

  総資産は、前連結会計年度末に比べて１８１億円減少し、１，１３４億円となりました。 

 増減の内訳については以下の通りです。 

 ①流動資産 

  受取手形及び売掛金が売上高の減少に伴い８７億円減少し、棚卸資産については、受注量の減少に 

  対応した在庫量の圧縮、又、変更後の評価基準による評価減及び原料価格下落に伴い８９億円減少 

  した結果、流動資産は前連結会計年度末に比べて１５５億円減少し、５７１億円となりました。 

 ②固定資産 

  有形固定資産については、溶融還元炉等の設備投資を４０億円実施し、減価償却費を３５億円計上 

  した結果、前連結会計年度末に比べて５億円増加し、４６２億円となりました。 

  又、投資その他の資産については、株価下落に伴なう投資有価証券の時価評価差額金（評価減）等 

  により、同３１億円減少し９８億円となりました。 

  この結果、固定資産は前連結会計年度末に比べて２５億円減少し、５６２億円となりました。 

  

・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
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（２）負債 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べて１１２億円減少し、８１７億円となりました。 

 増減の内訳については以下の通りです。 

 ①流動負債 

  支払手形及び買掛金が需要減退に対応した購入量の抑制及び原料価格の下落により７８億円、未 

  払法人税等が減益により３０億円、１年内償還予定の社債が償還により１１億円、その他（未払 

  金等）が２１億円それぞれ減少した一方、短期借入金が４５億円増加（純増）した結果、流動負 

  債は前連結会計年度末に比べて１００億円減少し、５２２億円となりました。 

 ②固定負債 

  有利子負債（社債及び長期借入金）が３０億円の新規調達、３２億円の返済等により２億円減少 

  し、投資有価証券の時価評価差額金の減少に伴ない、その他（繰延税金負債等）が７億円減少し 

  た結果、固定負債は前連結会計年度末に比べて１１億円減少の２９５億円となりました。 

  

（３）純資産 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べて６９億円減少し、３１６億円となりました。この結果 

 自己資本比率は、総資産を前連結会計年度末比１８１億円圧縮しましたが、同１．４％ダウンの 

 ２７．９％となりました。 

  純資産の増減の内訳については以下の通りです。 

 ①株主資本 

  利益剰余金で５０億円減少していますが、当第３四半期の純利益が△３７億円（損失）、前連結 

  会計年度末及び当中間期における配当金支払いの１３億円によるものです。 

  この結果、株主資本合計は、前連結会計年度末に比べて５１億円減少し、３１７億円となりまし 

  た。 

 ②評価・換算差額等 

  株価下落に伴ない、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末に比べて１５億円減少したこ 

  と等により、評価・換算差額等は△１億円となりました。 

  

世界的な景気悪化は、長期化の様相を呈しており、連結業績の下振れリスクはありますが、当第 

４四半期における原料価格、株式市場動向等の見通しが不透明なことから、現時点では平成２０年 

１０月２８日発表の平成２１年３月期（通期）の業績予想に変更はありません。 

 なお、今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

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。 

  

①繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予測 

等に前連結会計年度末以降における変化の影響を加味する方法によっております。 

  

②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末 

の実地棚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。 

  

 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)を当第１四半期連結会計期間か 

  ら適用しております。 

   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 当第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しており、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、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における営業損失及 

  び経常損失が、期首における棚卸資産の評価差損により2,761百万円減少し、期末における棚卸 

  資産の評価差損により3,044百万円増加しておりますが、期首における評価差損については、同 

  金額を特別損失に計上しているため、税金等調整前四半期純損失については3,044百万円増加し 

  ております。 

  

③ 当連結会計年度より、為替変動リスクの管理活動を財務諸表に適切に反映し、財政状態及び経 

  営成績をより適正に表示するため、外貨建予定取引に係る為替予約取引についてヘッジ会計を適 

  用し繰延ヘッジ処理をしております。 

   これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

④ 当連結会計年度より「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）を当第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。 

   これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

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

(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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,592 3,602

受取手形及び売掛金 10,039 18,820

商品及び製品 6,879 9,750

仕掛品 11,132 12,961

原材料及び貯蔵品 16,213 20,472

未収還付法人税等 954 －

その他 7,396 7,154

貸倒引当金 △19 △32

流動資産合計 57,187 72,729

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,889 14,249

機械装置及び運搬具（純額） 24,187 23,275

土地 6,017 6,017

その他（純額） 1,182 2,187

有形固定資産合計 46,276 45,730

無形固定資産 172 183

投資その他の資産   

投資有価証券 8,022 11,595

その他 1,799 1,350

貸倒引当金 △20 △18

投資その他の資産合計 9,800 12,926

固定資産合計 56,249 58,840

資産合計 113,437 131,569
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 15,397 23,283

短期借入金 23,383 18,883

未払法人税等 － 3,023

賞与引当金 494 921

1年内償還予定の社債 1,260 2,360

その他 11,672 13,826

流動負債合計 52,207 62,297

固定負債   

社債 14,510 12,140

長期借入金 11,509 14,104

退職給付引当金 3,529 3,645

その他 27 796

固定負債合計 29,576 30,685

負債合計 81,783 92,983

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,982 12,982

資本剰余金 7,256 7,256

利益剰余金 14,385 19,483

自己株式 △2,860 △2,765

株主資本合計 31,764 36,957

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121 1,630

繰延ヘッジ損益 △1 44

為替換算調整勘定 △229 △46

評価・換算差額等合計 △110 1,628

純資産合計 31,654 38,585

負債純資産合計 113,437 131,569
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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

売上高 103,340

売上原価 98,704

売上総利益 4,635

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 1,693

給料及び賞与 1,213

賞与引当金繰入額 170

退職給付引当金繰入額 203

その他 2,517

販売費及び一般管理費合計 5,798

営業損失（△） △1,163

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 200

持分法による投資利益 41

その他 168

営業外収益合計 413

営業外費用  

支払利息 805

為替差損 295

その他 227

営業外費用合計 1,328

経常損失（△） △2,077

特別利益 －

特別損失  

固定資産除却損 91

たな卸資産評価損 2,761

投資有価証券評価損 970

特別損失合計 3,823

税金等調整前四半期純損失（△） △5,900

法人税、住民税及び事業税 124

法人税等調整額 △2,284

法人税等合計 △2,159

四半期純損失（△） △3,740
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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３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △5,900

減価償却費 3,545

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △535

賞与引当金の増減額（△は減少） △427

受取利息及び受取配当金 △204

支払利息 805

有形固定資産除却損 91

たな卸資産評価損 2,761

投資有価証券評価損益（△は益） 970

持分法による投資損益（△は益） △41

売上債権の増減額（△は増加） 8,829

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,201

仕入債務の増減額（△は減少） △7,280

その他 2,606

小計 11,410

利息及び配当金の受取額 228

利息の支払額 △752

法人税等の支払額 △4,045

環境対策集中実施費用支払額 △545

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,294

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △9

投資有価証券の売却による収入 10

有形固定資産の取得による支出 △4,880

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △2,059

その他 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,961
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（単位：百万円）

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

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） 4,552

長期借入金の返済による支出 △2,647

社債の償還による支出 △1,730

社債の発行による収入 2,953

自己株式の取得による支出 △108

配当金の支払額 △1,343

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,677

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 989

現金及び現金同等物の期首残高 3,602

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,592

－9－

日本金属工業㈱(5479)平成21年3月期　第3四半期決算短信



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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

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

 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」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ  売上高 146,582

Ⅱ  売上原価 129,093

   売上総利益 17,488

Ⅲ  販売費及び一般管理費 6,322

   営業利益 11,166

Ⅳ  営業外収益 668

Ⅴ  営業外費用 1,280

   経常利益 10,554

Ⅵ  特別利益 371

Ⅶ  特別損失 862

   税金等調整前

10,063

   四半期（当期）純利益

   税金費用 3,941

   四半期（当期）純利益 6,121
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