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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 43,184 ― 1,114 ― 672 ― 32 ―

20年3月期第3四半期 52,664 28.6 3,517 28.1 3,108 37.0 1,718 17.9

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 0.48 ―

20年3月期第3四半期 25.67 ―

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 62,630 16,278 26.0 243.11
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3四半期  16,278百万円 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 53,000 △23.6 △500 ― △1,000 ― △1,000 ― △14.93

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3四半期  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3四半期  37,496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3四半期  66,964,071株 20年3月期第3四半期  66,967,896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３四半期累計 43,184 1,114 672 32 0.48

20 年３月期第３四半期累計 52,664 3,517 3,108 1,718 25.67

増減率 △18.0% △68.3% △78.4% △98.1% △98.1%

 

 当第３四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日から平成 20 年 12 月 31 日まで）のわが国経済は、米国のサブプ

ライムローン問題に端を発した金融不安による世界的な景気後退の影響を受け、株価下落や円高が進行する中で、

急激に減退しております。  

当社を取り巻く環境につきましても、第３四半期に入り急激な景気低迷が見られ、日を追うごとに環境が悪化し

ており、当会計期間中は全く復調の見込みが立たない状況となっております。とりわけ、みがき帯鋼部門の主力向

先である自動車産業やデジタル家電機器産業の生産・販売数量が大幅な減少となっており売上高は大きく減少いた

しました。 

損益面では、コスト改善委員会での費用削減活動を行い、この状況の打開に努めておりますが、販売価格下落局

面での販売価格の低下とニッケルなど原料価格の低下のタイムラグによる原材料コスト高の影響や、原燃料や副資

材価格の上昇による変動費の上昇、また大幅な販売数量の減少による固定費負担増の影響もあり大変厳しい状況と

なりました。 

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 94 億８千万円（18.0％）

減少の 431 億８千４百万円となりました。また、営業利益は、前年同期と比べ 24 億２百万円（68.3％）減少の 11

億１千４百万円、経常利益は、前年同期と比べ 24 億３千６百万円（78.4％）減少の６億７千２百万円、四半期純

利益は、前年同期と比べ 16 億８千６百万円（98.1％）減少の３千２百万円となりました。 

部門別にみますと、みがき帯鋼部門は売上高が、前年同期と比べ 82 億９千６百万円（18.3％）減少の 371 億４

千４百万円となり、営業利益は、前年同期と比べ 17 億７千３百万円（47.7％）減少の 19 億４千４百万円となりま

した。 

加工品部門におきましては売上高が、前年同期と比べ 11 億８千３百万円（16.4％）減少の 60 億３千９百万円と

なり、営業利益は、前年同期と比べ６億８千５百万円（85.2％）減少の 1億１千８百万円となりました。 

(※増減率は参考値として、記載しております) 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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 64 億４千４百万円（9.3％）減少の 626 億３

千万円となりました。これは主に、金融機関の休日にあたる当四半期末日期日の受取手形の影響により現金及び預

金が 13 億２千６百万減少し、受取手形及び売掛金は決済日が金融機関の休日にあたる受取手形の影響による増加要

因はあったものの、売上高の減少により 27 億６千９百万円、たな卸資産が 12 億７百万円減少し、また、株価下落

時の時価評価により投資有価証券が 11 億７千１百万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 53 億４千８百万円（10.3％）減少の 463 億５千１百万円となりました。こ

れは主に、売上高の減少に伴い支払手形及び買掛金が 53 億６千２百万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 10 億９千５百万円（6.3％）減少の 162 億７千８百万円となりました。これ

は主に、配当金の支払３億３千４百万円及び株価下落の時価評価によりその他有価証券評価差額金が６億８百万円

減少したこと等によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は 26.0％（前連結会計年度末 25.2％）となりました。 
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（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会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、17 億６千２百万円の支出(前年同期 12 億６千万円の支出)となり、さ

らに、財務活動による収支を加味すると、12 億３千２百万円の支出(前年同期６億６千４百万円の支出)となり、前

連結会計年度末に比べ資金は 13 億７百万円(26.6%)減少し、当第３四半期連結会計期間末には 35 億９千９百万円と

なりました。 

当第３四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、８億２千２百万円の支出（前年同期

８億２千３百万円の収入）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が４億９千５百万円（前年同期 29

億６千７百万円）、減価償却費が 11 億４千４百万円（前年同期 10 億１千４百万円）であり、売上債権の減少による

収入 26 億３百万円及びたな卸資産の減少による収入 10 億１千７百万円等があった一方、仕入債務の減少による支

出 50 億９千１百万円及び法人税等の支払額３億７百万円等によるものであります。 

当第３四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、９億３千９百万円の支出（前年同期

20 億８千４百万円の支出）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 7億５千８百万円があった

こと等によるものであります。 

当第３四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、５億２千９百万円の収入（前年同期

５億９千５百万円の収入）となりました。これは、短期借入金の純増による収入 41 億５千３百万円があった一方、

借入金の返済による支出 32 億９千７百万円及び配当金の支払額３億２千３百万円等があったことによるものであ

ります。 

(※増減率は参考値として、記載しております) 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年３月期の連結業績予想の数値は、前回発表(平成 21 年１月 23 日)と変更ありません。 

なお、営業環境の変化や外国為替の動向、株式市況の下落により更なる業績予想の修正が必要となりました場合

は、追って修正してまいります。 
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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 

①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。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

        固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却費予定額を期間按

分する方法によっております。 

③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３四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 231 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 3,764 5,091

受取手形及び売掛金 14,538 17,308

商品及び製品 6,253 6,277

仕掛品 3,085 4,134

原材料 271 412

貯蔵品 685 678

その他 812 913

貸倒引当金 △65 △106

流動資産合計 29,344 34,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,854 5,080

機械装置及び運搬具（純額） 7,509 5,943

土地 16,673 16,701

その他（純額） 834 2,524

有形固定資産合計 29,871 30,248

無形固定資産 350 139

投資その他の資産   

投資有価証券 1,731 2,903

その他 1,400 1,133

貸倒引当金 △68 △60

投資その他の資産合計 3,064 3,976

固定資産合計 33,286 34,365

資産合計 62,630 69,074
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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 14,201 19,563

短期借入金 15,534 11,591

未払法人税等 38 293

賞与引当金 114 496

その他 2,426 2,399

流動負債合計 32,313 34,343

固定負債   

長期借入金 7,630 10,716

退職給付引当金 2,250 2,416

再評価に係る繰延税金負債 4,035 4,035

負ののれん 0 1

その他 121 187

固定負債合計 14,038 17,356

負債合計 46,351 51,700

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 3,485 3,793

自己株式 △7 △6

株主資本合計 11,321 11,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102 711

土地再評価差額金 4,855 4,850

為替換算調整勘定 △1 182

評価・換算差額等合計 4,957 5,744

純資産合計 16,278 17,374

負債純資産合計 62,630 69,074
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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 43,184

売上原価 37,375

売上総利益 5,808

販売費及び一般管理費 4,693

営業利益 1,114

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 64

負ののれん償却額 0

持分法による投資利益 0

受取賃貸料 53

その他 56

営業外収益 180

営業外費用  

支払利息 248

退職給付費用 255

為替差損 65

その他 53

営業外費用合計 622

経常利益 672

特別利益  

貸倒引当金戻入額 39

特別利益合計 39

特別損失  

固定資産売却損 6

固定資産除却損 41

投資有価証券評価損 167

特別損失合計 216

税金等調整前四半期純利益 495

法人税、住民税及び事業税 91

法人税等調整額 371

法人税等合計 463

四半期純利益 32
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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利益 495

減価償却費 1,144

引当金の増減額（△は減少） △583

受取利息及び受取配当金 △69

支払利息 248

為替差損益（△は益） 44

持分法による投資損益（△は益） △0

有形固定資産売却損益（△は益） 6

有形固定資産除却損 41

投資有価証券評価損益（△は益） 167

売上債権の増減額（△は増加） 2,603

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,017

仕入債務の増減額（△は減少） △5,091

その他 △366

小計 △340

利息及び配当金の受取額 73

利息の支払額 △248

法人税等の支払額 △307

営業活動によるキャッシュ・フロー △822

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 △758

有形固定資産の売却による収入 18

投資有価証券の取得による支出 △14

投資有価証券の売却による収入 2

その他 △186

投資活動によるキャッシュ・フロー △939

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） 4,153

長期借入金の返済による支出 △3,297

配当金の支払額 △323

自己株式の増減額（△は増加） △1

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 529

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,307

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 3,599

 
日本金属㈱（5491）平成21年３月期　第３四半期決算短信

8



 
 

 

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） 

    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） 

    当該事項はありません。 
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「参考資料」 

 (要約)四半期連結損益計算書 

(単位：百万円) 

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) 
科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 52,664

Ⅱ 売上原価 44,274

売上総利益 

 

8,390

Ⅲ 販売費及び一般管理費    4,873

営業利益 3,517

 
Ⅳ 営業外収益 202

Ⅴ 営業外費用 610

経常利益 3,108

 
Ⅵ 特別利益 6

Ⅶ 特別損失 147

 税金等調整前四半期純利益 2,967

 
法人税、住民税及び事業税 854

法人税調等整額 395

四半期純利益 1,718
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(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

  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) 
科  目 

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前四半期純利益 2,967

  減価償却費 1,014

  売上債権の増減額(△増加額) △1,327

  たな卸資産の増減額(△増加額) △1,526

  仕入債務の増減額(△減少額) 1,870

   法人税等の支払額 △1,694

  その他 △480

  営業活動によるキャッシュ・フロー 823

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 △2,080

   有形固定資産の売却による収入 12

  投資有価証券の取得による支出 △91

   投資有価証券の売却による収入 0

  その他 75

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,084

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(△純減少額) 4,280

  長期借入による収入 500

  長期借入金の返済による支出 △3,862

  配当金の支払額 △326

   その他 4

  財務活動によるキャッシュ・フロー 595

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 38

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額) △626

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四半期末残高 3,278
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