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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 120,140 △36.6 △15,393 ― △16,641 ― △8,931 ―

20年3月期 189,546 12.1 11,237 △29.0 9,844 △35.5 6,002 △28.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △53.37 ― △27.9 △15.0 △12.8

20年3月期 35.15 ― 15.7 7.5 5.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △87百万円 20年3月期  360百万円

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 90,255 25,539 28.3 154.67
20年3月期 131,569 38,585 29.3 229.57

（参考） 自己資本   21年3月期  25,539百万円 20年3月期  38,585百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 6,834 △233 △1,021 9,192
20年3月期 △8,145 △2,870 8,513 3,602

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 1,360 22.8 3.6
21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00 1,002 ― 3.1

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― 5.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

35,000 △56.3 △400 ― △800 ― △800 ― △4.85

通期 75,000 △37.6 3,700 ― 2,700 ― 2,700 ― 16.35
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔（注） 詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

〔（注） １株当たり当期純損益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。〕 

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 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  12,099,770株 20年3月期  9,138,110株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 110,522 △36.2 △15,176 ― △15,671 ― △7,517 ―

20年3月期 173,132 14.6 9,138 △30.2 7,943 △38.1 4,964 △28.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △44.92 ―

20年3月期 29.07 ―

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 86,582 24,565 28.4 148.78
20年3月期 125,889 36,038 28.6 214.42

（参考） 自己資本 21年3月期  24,565百万円 20年3月期  36,038百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。 

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

第2四半期 
累計期間

32,000 △57.1 △400 ― △700 ― △700 ― △4.24

通期 69,000 △37.6 3,200 ― 2,500 ― 2,500 ― 15.14
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当期のステンレス業界は、米国発の金融危機を背景とした“100年に一度”と言われる世界的な景気

後退の中、需要の急速な冷え込みとステンレス商品市況の大幅な下落に直面し、当社グループの業績に

甚大な影響を及ぼしました。 

 実体経済の停滞に加え、ステンレス製品の主原料であるニッケル購入価格の指標となるロンドン金属

取引所(ＬＭＥ）の取引価格が下落の一途をたどり、販売価格の原料サーチャージ制が浸透している

中、客先の買い控えも需要の冷え込みに拍車をかけ、特に下半期に入り、売上数量はピーク時の60％水

準にまで落ち込みました。 

 かかる急激な環境変化の中、当社グループでは、業績悪化の拡大を 小限にすべく、 

 ①需要量に見合う生産体制への移行 

 ②原料購入の抑制による棚卸資産の削減(キャッシュフロー経営の重視） 

 ③役員報酬を始めとする徹底的なコスト削減 

等、「緊急収益改善策」による迅速な対応に努めましたが、強烈な逆風を食い止めるには至らず、当社

グループの業績は極めて厳しい結果となりました。 

  

 当期の連結経営成績の概要は次の通りです。 

■売上高 

 売上数量の落ち込みと需要の減退及びニッケル価格下落に伴う販売単価ダウンにより前年度比 

 36.6％減の1,201億円となりました。 

■営業損失(△)・経常損失(△) 

 売上高の大幅な落ち込みに加え、ニッケル価格を始めとした原料価格の下落に伴う繰越高価棚卸 

 資産による会計上の利益の減少(100億円)及び当期より「棚卸資産の評価に関する会計基準」が 

 適用され、いわゆる「低価法」による評価損(67億円)の計上を余儀なくされ、営業損失は前年度 

 比266億円減益の153億円、経常損失は同264億円減益の166億円となりました。 

■税金等調整前当期純損失(△) 

 固定資産売却益(旧相模原事業所跡地)120億円等を特別利益に計上、また特別損失として、「棚 

 卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴う期首における棚卸資産の評価替えによる評価損 

 27億円及び当期末における投資有価証券時価評価による評価損14億円等を計上し、税金等調整前 

 当期純損失は前年度比182億円減益の82億円となりました。 

■当期純損失(△) 

 繰延税金資産の回収可能性について、課税所得の合理的な見積可能期間を翌期１年としたことに 

 伴い、繰延税金資産を一部取崩した結果、当期純損失は前年度比149億円減益の89億円となりま 

 した。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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今後につきましては、大幅な減産により在庫調整が図られる等、一部で底打ち感は見られるものの、

景気が回復軌道に乗るかは依然不透明であることから、実体経済の停滞は長期化することを想定し、ピ

ーク時の7割操業体制を前提とした中での黒字回復を目指してまいります。  

 前述(①～③)の「緊急収益改善策」を継続していくとともに、「販売体制の再構築」及び「追加緊急

収益改善策」を掲げ、全社一丸となりこの難局を乗り越える所存です。具体的な諸施策は以下の通りで

す。 

  

 ■販売体制の再構築～当社グループ内の販売効率向上に向けて～ 

  ①コアシリーズ商品（当社独自商品のＤシリーズ鋼、精密圧延品、ステンレス溶接鋼管等）の 

   拡販 

   ・営業組織及び要員体制の再構築 

   ・営業要員の教育 

  ②新規需要開拓 

   ・広報活動の促進による宣伝・サービス力の向上 

  ③小ロット及び特殊材対応 

   ・製造技術及び開発技術レベルの向上 

   ・生産体制の再構築 

  ④海外展開の推進 

   ・当社海外子会社（シンガポール・マレーシア）への経営資源（ヒト・モノ・カネ）注入 

   ・日金工商事(株)バンコク駐在員事務所を拠点とした新規地域への展開 

  

 ■追加緊急収益改善策～売上に見合うコスト構造の実現に向けて～ 

  ①生産効率の向上  

  ②安価原料の購入・使用促進  

  ③エネルギーコストの低減  

  

 以上の経営改善努力を織込み、現時点で、平成22年3月期の連結経営成績につきましては、売上高

750億円、営業利益37億円、経常利益27億円、当期純利益27億円を予想しております。  
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当期の財政状態につきましては、連結経営成績の大幅な悪化により、自己資本を大きく毀損すること

となりましたが、棚卸資産の削減等により総資産を大幅に圧縮し、自己資本比率は28.3％と前期末比

1.0ポイントの低下に留まりました。  

 また、原料購入の抑制による棚卸資産（原材料・仕掛品・製品）の削減は、大幅な売上高の減少にも

かかわらず営業活動によるキャッシュ・フローの収入を確保する結果となり、当期末の「現金及び預

金」(手許資金)残高は91億円と前期末比55億円増加し、有利子負債残高につきましては482億円と前期

末比7億円の増加に留まりました。  

 当期の連結キャッシュ・フローの概要は次の通りです。 

 ■営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前当期純損失（△82億円）、減価償却費（47億円）及び固定資産売却益（△120億 

  円）による営業活動資金源泉のマイナスを、徹底した棚卸資産の削減（225億円）の結果、 

  68億円の収入となりました。 

 ■投資活動によるキャッシュ・フロー 

  有形固定資産（旧相模原事業所跡地）の売却による収入（84億円）がありましたが、他方当該 

  売却に係る費用の支払（△11億円）、日金工鋼管（株）の衣浦移転に伴なう旧本社工場用地売 

  却に係る費用の支払（△17億円）及び有形固定資産の取得（△66億円）等により２億円の支出 

  となりました。 

 ■財務活動によるキャッシュ・フロー 

  当期の資金調達につきましては、主に長期借入金の返済（△45億円）及び社債の償還（△23億 

  円）に充当し、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払（△13億円）等により10億 

  円の支出となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）自己資本比率           ：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数           ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

  ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

  ※株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後期末発行済株式数により算出しております。 

  ※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている借入金、社債の合計額を対象とし、営業キャ 

   ッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを 

   使用しております。また、利息の支払額については、連結キャッシュ・フロー計算書の利息 

   の支払額を使用しております。 

  ※平成20年3月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッ 

   シュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

(2) 財政状態に関する分析

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率(％) 22.7 28.0 28.7 29.3 28.3

時価ベースの自己資本比率(％) 32.3 42.6 70.3 40.9 20.9

債務償還年数(年) 8.4 4.8 3.4 ─ 7.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

3.9 6.7 12.0 ─ 6.4
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当社の利益配分に関する基本方針は、株主の皆様への将来にわたる安定配当を重視することとし、当

社「中期経営計画2010」で掲げている配当政策では、「連結ベースの純資産配当率３％以上を目安」に

配当を行なうこととしております。 

 この基本方針に基づき、当期の剰余金の配当につきましては、期末配当は１株につき２円、年間では

１株につき６円（前期は８円）に減配させていただく予定でありますが、純資産配当率（連結）は

3.1％と３％以上を維持いたします。 

 また、次期につきましても、安定配当を重視する基本方針に基づき、現時点では１株につき年間５円

の配当を予想しておりますが、配当時期につきましては、当社を取り巻く経営環境の変化を慎重に見極

めさせて頂きたく存じます。 

 なお、自己株式の取得につきましては、株主の皆様への利益配分に繋がることから、今後も経営環境

に応じてこれを機動的に実施していく方針であり、当期におきましては、３百万株（取得費用３億５千

万円）を取得しております。 

  

当社グループの業績・財務へのリスク要因のうち、重要な事項として、以下のものが挙げられます。 

 ①ステンレス鋼材の需給の変動  

   当社グループは、事業の100%近くがステンレス鋼・耐熱鋼に関連しているため、国際的な  

  ステンレス鋼材の需給変動が、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 ②原材料価格の変動  

   ニッケル、クロム、モリブデン、購入屑等の原材料価格は、国際的な指標価格や資源需給に   

  より大きく変動し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。    

 ③有価証券等保有資産価値の変動  

   当期末における当社グループの投資有価証券残高は、65億円であり、投資先の業績不振、   

  証券市場における市況の悪化等により、評価損が発生する可能性があります。  

 ④借入金の金利の変動、その他の金融市場の変動  

   当期末における当社グループの有利子負債残高は482億円であり、金利情勢、その他金融市  

  場の変動が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 ⑤為替相場の変動  

   当社グループは、製品の輸出、原料の輸入等で外貨建取引を行っているため、為替相場の変  

  動が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

 ⑥事故等に起因する事業活動の停止  

   当社グループの事業所が、大規模な台風や地震等の自然災害に見舞われた場合は、操業に支  

  障が生じ、業績に影響が生じる可能性があります。また重大な設備故障や労働災害等が発生し   

  た場合は、事業活動の停止、制約等により、業績に影響が生じる可能性があります。  

  

 なお、現時点では予測できない上記以外の事象により、当社グループの経営成績及び財務状態が影響

を受ける場合があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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  当社グループは、当社、子会社６社、関連会社３社で構成され、主な事業内容は、ステンレス鋼、 

 耐熱鋼、その他各種金属製品の製造、加工、販売であります。 

  平成21年３月31日現在の事業系統図は以下の通りです。 

  

  

 

2. 企業集団の状況
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当社グループはステンレス鋼の専業メーカーとして、常に需要開発と製造技術の改善に努め、高品質

の商品とサービスを提供し、社会の発展に貢献することを経営理念としております。 

 また、 近の急激な環境変化にも柔軟に対応できるよう、不断の構造改革を遂行し、強固なグループ

経営の基盤を構築してまいります。 

  

当社グループは、いかなる経営環境においても安定的収益の確保が可能な企業体質を目指しておりま

すが、収益の確保に留まらず、キャッシュ・フロー経営を重視し、財務体質の強化に努めてまいりま

す。 

 目標とする経営指標につきましては、資産の効率的運用・財務体質強化の観点から、 

「総資産経常利益率(ＲＯＡ)」及び「Ｄ／Ｅレシオ(有利子負債／純資産)」を掲げ、その目標値につき

ましては、下記(3)2)に記載の通りです。 

  

当社グループは、上記の基本方針に沿って、平成20年度から22年度までの3年間を実行期間とする

「中期経営計画2010」を策定し、グループ一丸となって以下の実現に取り組んでまいります。  

  

1)経営方針  

 本中期経営計画では、益々厳しい環境を迎えるステンレス市場における国際競争の波を確実に乗り越

えるために、「更なる飛躍」を追求してまいります。  

 「コアシリーズ商品」の中核となるＤシリーズ鋼・精密圧延品の拡販こそが、「更なる飛躍」への切

札と位置付け、当社独自の製造技術開発及び営業展開への経営資源集中を事業の柱に、安定収益の確保

に努めます。  

 また、企業の社会的責任を確実に遂行することにより、企業価値を向上させ、ステークホルダーの満

足度を極大化することに努めてまいります。  

  

 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題、その他会社の経営上重要な事項

 2)経営目標（連結)

平成20年度 平成22年度

（実績) （目標)

売上高（億円） 1,201 1,850

経常利益（億円） △166 150

総資産経常利益率（％） △15.0 11.0

Ｄ／Ｅレシオ（倍） 1.89 0.50
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①コアシリーズ商品への経営資源集中  

  A)コアシリーズ商品の拡販に向けて  

   ～設備投資・戦略的提携・原料対策～  

  B)企業基盤の強化  

   ～人材育成・グループ戦略～ 

  

 ②環境対策 

  A)ＣＯ₂削減対策  

  B)産業廃棄物の有効活用 

  

 ③配当政策 

  A)株主配当 

   ～配当総額：純資産配当率（連結）＝３％以上を目安～ 

  B)自己株式の取得 

  

 今後、景気が回復局面を向かえる時期につきましては依然不透明ではありますが、ここに掲げた経営

方針は堅持してまいる所存であります。経営目標（８頁）を達成するには、現在直面している難局を乗

り越えることが不可欠です。当社グループでは、基本方針に沿った「販売体制の再構築」に加え、「緊

急収益改善策」（３、４頁参照）の強力な推進によりこの難局を乗り越え、経営目標の達成を目指して

まいります。 

  

 3)基本方針
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,602 9,192 

受取手形及び売掛金 18,820 6,884 

たな卸資産 43,183 － 

商品及び製品 － 3,040 

仕掛品 － 5,498 

原材料及び貯蔵品 － 9,309 

未収還付法人税等 － 1,038 

繰延税金資産 1,798 1,396 

その他 5,355 327 

貸倒引当金 △32 △13 

流動資産合計 72,729 36,675 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 14,249 14,758 

機械装置及び運搬具（純額） 23,275 23,650 

土地 6,017 5,954 

建設仮勘定 1,516 412 

その他 670 746 

有形固定資産合計 45,730 45,523 

無形固定資産 183 162 

投資その他の資産 

投資有価証券 11,595 6,501 

繰延税金資産 338 257 

その他 1,012 1,171 

貸倒引当金 △18 △36 

投資その他の資産合計 12,926 7,894 

固定資産合計 58,840 53,579 

資産合計 131,569 90,255 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 23,283 9,725 

短期借入金 18,883 24,012 

1年内償還予定の社債 2,360 1,447 

未払金 6,073 1,232 

未払法人税等 3,023 － 

未払費用 1,340 709 

前受金 5,639 7 

賞与引当金 921 622 

その他 773 634 

流動負債合計 62,297 38,391 

固定負債 

社債 12,140 13,692 

長期借入金 14,104 9,053 

退職給付引当金 3,645 3,524 

繰延税金負債 757 32 

その他 38 22 

固定負債合計 30,685 26,324 

負債合計 92,983 64,716 

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 19,483 9,193 

自己株式 △2,765 △3,106 

株主資本合計 36,957 26,326 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,630 △577 

繰延ヘッジ損益 44 △4 

為替換算調整勘定 △46 △205 

評価・換算差額等合計 1,628 △787 

純資産合計 38,585 25,539 

負債純資産合計 131,569 90,255 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 189,546 120,140 

売上原価 169,928 128,140 

売上総利益又は売上総損失（△） 19,617 △8,000 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 2,227 2,071 

給料及び賞与 1,679 1,591 

賞与引当金繰入額 274 165 

退職給付引当金繰入額 196 275 

貸倒引当金繰入額 5 － 

賃借料 643 659 

その他 3,353 2,629 

販売費及び一般管理費合計 8,379 7,393 

営業利益又は営業損失（△） 11,237 △15,393 

営業外収益 

受取利息 14 4 

受取配当金 221 228 

持分法による投資利益 360 － 

その他 346 216 

営業外収益合計 943 449 

営業外費用 

支払利息 1,111 1,033 

為替差損 864 237 

持分法による投資損失 － 87 

その他 359 339 

営業外費用合計 2,335 1,697 

経常利益又は経常損失（△） 9,844 △16,641 

特別利益 

固定資産売却益 2,069 12,052 

前期損益修正益 150 － 

投資有価証券売却益 － 466 

受取保険金 － 300 

特別利益合計 2,220 12,819 

特別損失 

固定資産除却損 175 164 

たな卸資産評価損 － 2,761 

投資有価証券評価損 － 1,470 

環境対策費 1,812 － 

特別損失合計 1,987 4,396 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

10,077 △8,217 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 3,764 112 

過年度法人税等 1,207 － 

過年度法人税等戻入額 － △18 

法人税等調整額 △896 619 

法人税等合計 4,075 713 

当期純利益又は当期純損失（△） 6,002 △8,931 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 12,982 12,982 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,982 12,982 

資本剰余金 

前期末残高 7,256 7,256 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,256 7,256 

利益剰余金 

前期末残高 14,952 19,483 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,290 △1,344 

当期純利益又は当期純損失（△） 6,002 △8,931 

持分法の適用範囲の変動 △180 － 

自己株式の処分 － △12 

当期変動額合計 4,531 △10,289 

当期末残高 19,483 9,193 

自己株式 

前期末残高 △1,360 △2,765 

当期変動額 

自己株式の取得 △1,404 △363 

自己株式の処分 － 21 

当期変動額合計 △1,404 △341 

当期末残高 △2,765 △3,106 

株主資本合計 

前期末残高 33,830 36,957 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,290 △1,344 

当期純利益又は当期純損失（△） 6,002 △8,931 

自己株式の取得 △1,404 △363 

自己株式の処分 － 9 

持分法の適用範囲の変動 △180 － 

当期変動額合計 3,126 △10,630 

当期末残高 36,957 26,326 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,676 1,630 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,046 △2,207 

当期変動額合計 △2,046 △2,207 

当期末残高 1,630 △577 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 137 44 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△93 △48 

当期変動額合計 △93 △48 

当期末残高 44 △4 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △1 △46 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△44 △159 

当期変動額合計 △44 △159 

当期末残高 △46 △205 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 3,812 1,628 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,184 △2,415 

当期変動額合計 △2,184 △2,415 

当期末残高 1,628 △787 

純資産合計 

前期末残高 37,643 38,585 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,290 △1,344 

当期純利益又は当期純損失（△） 6,002 △8,931 

自己株式の取得 △1,404 △363 

自己株式の処分 － 9 

持分法の適用範囲の変動 △180 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,184 △2,415 

当期変動額合計 941 △13,045 

当期末残高 38,585 25,539 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

10,077 △8,217 

減価償却費 4,615 4,771 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △2 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △899 △708 

賞与引当金の増減額（△は減少） 141 △299 

受取利息及び受取配当金 △235 △232 

支払利息 1,111 1,033 

固定資産売却損益（△は益） △2,069 △12,052 

固定資産除却損 175 164 

環境対策費 1,812 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,470 

投資有価証券売却損益（△は益） － △466 

たな卸資産評価損 － 2,761 

受取保険金 － △300 

前期損益修正損益（△は益） △150 － 

持分法による投資損益（△は益） △360 87 

売上債権の増減額（△は増加） 7,858 11,933 

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,691 22,579 

仕入債務の増減額（△は減少） △9,192 △12,708 

未払消費税等の増減額（△は減少） 373 △13 

その他 △505 1,752 

小計 3,048 11,550 

利息及び配当金の受取額 260 264 

利息の支払額 △1,124 △1,072 

法人税等の支払額 △5,328 △4,110 

その他の収入 60 － 

衣浦への事業集約費用支払額 △8 － 

相模原原状回復費用支払額 △3,480 － 

システム移行費用支払額 △68 － 

子会社事業集約費用支払額 △252 － 

環境対策費支払額 △1,251 △545 

保険金の受取額 － 748 

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,145 6,834 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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 △1,910 △12 

投資有価証券の売却による収入 96 794 

有形固定資産の取得による支出 △4,055 △6,681 

有形固定資産の売却による収入 4,179 8,435 

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △1,177 △2,844 

その他 △2 74 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,870 △233 

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） 8,104 4,636 

長期借入れによる収入 5,000 － 

長期借入金の返済による支出 △3,283 △4,558 

社債の発行による収入 1,778 2,953 

社債の償還による支出 △400 △2,360 

自己株式の取得による支出 △1,404 △363 

自己株式の処分による収入 － 9 

配当金の支払額 △1,282 △1,339 

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,513 △1,021 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 10 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,507 5,589 

現金及び現金同等物の期首残高 6,109 3,602 

現金及び現金同等物の期末残高 3,602 9,192 
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   該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  当社の子会社６社のうち４社を連結

の範囲に含めております。  

 なお、㈱ニツセンは、平成19年９月

28日付けをもって清算結了いたしまし

たが、清算結了時までの損益計算書に

ついては連結の範囲に含めておりま

す。 

 

 当社の子会社６社のうち４社を連結

の範囲に含めております。

 非連結子会社２社は、総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金からみ

ていずれも少額であり、かつ全体とし

ても連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

しておりませんので連結の範囲から除

外しております。 

     

同左

 非連結子会社は、NIPPON METAL SER
VICES(S) PTE LTDその他計２社であり
ます。 
 

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

 持分法を適用した関連会社はありま

せん。 

 なお、前連結会計年度まで持分法適

用関連会社であった（株）関西ステン

レスセンターは、保有株式の一部売却

により非関連会社となった為、当連結

会計年度より持分法の適用外となって

おります。 

  

 持分法を適用した関連会社はありま

せん。

 持分法を適用した非連結子会社の数

２社 会社名 

NIPPON METAL SERVICES(S) PTE LTD  

NIPPON METAL SERVICES(M) SDN. BHD. 

 

同左

 持分法を適用していない関連会社

（新興金属㈱、万世鋼機㈱、㈱スワン

メタル）は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外

しております。 

    

 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は３月31日であり

ます。 

    

同左

-18-

日本金属工業㈱(5479)　平成21年３月期決算短信



項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 有価証券の評価基準及

び評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  期末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

 

その他有価証券

 時価のあるもの

  期末日の市場価格に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

   

 時価のないもの

同左

 (2) 棚卸資産の評価基準及

び評価方法

  ①製品及び仕掛品 総平均法による原価法 総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定） 

 

  ②原材料及び貯蔵品 移動平均法による原価法 移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）

     

 (3) デリバティブ取引の評

価基準及び評価方法

 

時価法を採用しております。 同左

 (4) 固定資産の減価償却方

法

  ①有形固定資産 定額法を採用しております。 

    

同左

  ②無形固定資産  定額法を採用しております。ソフト

ウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。 

    

同左

  ③リース資産

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

──────  所有権移転外ファイナンス・リース

に係るリース資産については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ

とする定額法を採用しております。  

 なお、リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引の内、リース取

引開始日が「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号）の適用

初年度前のリース取引については、通

常の賃貸借処理に係る方法に準じた会

計処理によっております。  

 

 (5) 繰延資産の処理方法 支払時に全額費用処理する方法を採用

しております。 

    

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (6) 重要な引当金の計上基

準

  ①貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

 

同左

  ②賞与引当金  従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額基準により当期負担額を計

上しております。 

   

同左

  ③退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。  

 過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(12年)による按分額を費用

処理しております。  

 数理計算上の差異については、各期

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(退職金制度

においては14年、確定給付企業年金制

度においては12年)による按分額をそ

れぞれ発生の翌期より費用処理してお

ります。  

       

同左

 (7) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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

によっております。 

   

──────

 (8) 重要なヘッジ会計の方

法

  ①ヘッジ会計の方法  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。

 なお、変動金利の借入金の一部につ

いて金利スワップ取引等により変動リ

スクをヘッジしておりますが、特例処

理の要件を満たしているため特例処理

を採用しております。

 

同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ

   対象

 金利スワップ取引

 ・・・回収条件変更金利及び借入金

    利息

 商品スワップ取引

 ・・・原材料及び買掛金

 

 金利スワップ取引

同左

 

 商品スワップ取引

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

  ③ヘッジ方針  金利相場及び原料購入価格の相場変

動リスクの軽減を目的にデリバティブ

取引を行っております。また、投機目

的のデリバティブ取引は行っておりま

せん。 

   

同左

  ④ヘッジ有効性評価の 

方法

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フローの変動の累計を比率分析す

る方法により行っております。 

    

同左

 (9) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

税抜方式を採用しております。  

 

同左

   消費税等の処理方法  
   

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

   

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資を資金の範

囲としております。 

   

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

減価償却資産の減価

償却の方法

 当連結会計年度より、法人税法の改正に伴

い平成19年４月1日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

    

──────

棚卸資産の評価に関

する会計基準の適用

──────  当連結会計年度より、「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、当連結会計年度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6,714百万円増加し

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、税金等調整前当期純損失については

6,714百万円増加しております。 

 

外貨建予定取引に係

る為替予約取引のヘ

ッジ会計適用

──────  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。 

 これによる連結財務諸表に与える影響は軽

微であります。 

 

リース取引に関する

会計基準等の適用

──────  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。 

 これによる連結財務諸表に与える影響は軽

微であります。 
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【表示方法の変更】

項目 
 

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結キャッシュ・フロー計算書 

関係

 当連結会計年度より「有形固定資産

の売却による収入」を、「有形固定資

産の売却による収入」と「有形固定資

産の売却に係る費用支払額」に区分掲

記しております。 

 なお、前連結会計年度の「有形固定

資産の売却による収入」から控除して

いる「有形固定資産売却に係る費用支

払額」は481百万円であります。 

    

──────

連結貸借対照表関係 ──────  財務諸表等規則等の一部を改正す

る内閣府令（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用されることに

伴ない、前連結会計年度において、

「たな卸資産」として掲記されたも

のは、当連結会計年度から「商品及

び製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸

資産」に含まれる「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ9,750百万円、12,961百

万円、20,472百万円であります。 
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【追加情報】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

退職給付引当金   当社は、平均残存勤務期間の再検討

を行った結果、平均残存勤務期間が費

用処理年数より短くなったことに伴

い、当連結会計年度より過去勤務債務

及び数理計算上の差異の費用処理年数

を短縮しております。 

 この結果、従来の方法によった場合

に比べ、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益が46百万円それぞ

れ減少しております。 

    

──────

減価償却資産の減価償却の方法  当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産の内、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法により、平成

19年３月31日以前に取得価額の５％

（残存価額）に到達した資産について

は、当連結会計年度より、又、平成19

年４月１日以降に同５％に到達する資

産については、５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上する方法を適用してお

ります。 

 この結果、従来の方法によった場合

に比べ、経常利益及び税金等調整前当

期純利益はそれぞれ455百万円減少して

おります。 

   

──────

為替換算における適用レートの

変更について

 当社は、当連結会計年度より検収レ

ート及び売上レートを実際の円換算レ

ートに近づけるため、為替換算におけ

る適用レートを従来のＴＴＳ及びＴＴ

ＢからＴＴＭへ変更しております。こ

れにより、従来の方法によった場合に

比べ、売上高が615百万円増加し、売上

原価が208百万円減少した結果、営業利

益が824百万円増加しておりますが、営

業外収益が824百万円減少しているた

め、経常利益及び税金等調整前当期純

利益への影響はありません。 

     

──────

有形固定資産の耐用年数の変更 ──────  機械装置の耐用年数については、当

連結会計年度より、法人税法の改正を

契機として見直しを行い、改正後の法

人税法に基づく耐用年数に変更してお

ります。 

 これによる連結財務諸表に与える影

響は軽微であります。
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事業の種類別セグメントは、「ステンレス鋼、耐熱鋼その他各種金属製品の製造・加工・販売事

業」及び「その他の事業」であり、前連結会計年度及び当連結会計年度において「ステンレス鋼、耐

熱鋼その他各種金属製品の製造・加工・販売事業」の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメ

ントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を

超えておりますので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在

外支店がありませんので、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
     (注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     (1) アジア……………中国、韓国、台湾、香港、シンガポール他 

     (2) その他の地域……米国、欧州他 

     ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
     (注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     (1) アジア……………中国、韓国、台湾、香港、シンガポール他 

     (2) その他の地域……米国、欧州他 

     ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 69,151 4,434 73,586

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 189,546

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

36.5 2.3 38.8

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 44,067 2,121 46,188

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 120,140

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

36.6 1.7 38.4
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事業の種類別セグメントを記載していないため、「生産、受注及び販売の状況」は、 

事業の部門別により記載しております。 

  

（１）生産実績 

   当期における生産実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

  

 
（２）受注実績 

   当期における受注実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

  

 
（３）販売実績 

   当期における販売実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

  

 
  

４ 生産・受注・販売の状況

事業部門の名称
生 産 高

金額(百万円) 前期比(%)

ステンレス鋼、耐熱鋼の製造・販売部門 105,123 △31.7

各種二次加工製品の製造・加工・販売部門 14,455 △17.7

その他の部門 1,260 △28.3

合      計 120,838 △30.2

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２．金額は、製品製造原価ベースで記載しております。

事業部門の名称
受 注 高 受 注 残 高

金額(百万円) 前期比(%) 金額(百万円) 前期比(%)

ステンレス鋼、耐熱鋼の製造・販売部門 92,802 △43.8 3,295 △75.5

各種二次加工製品の製造・加工・販売部門 13,195 △16.6 341 △87.4

その他の部門 1,379 △36.9 362 △34.0

合      計 107,377 △41.4 3,999 △76.1

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

事業部門の名称
販 売 高

金額(百万円) 前期比(%)

ステンレス鋼、耐熱鋼の製造・販売部門 103,005 △39.9

各種二次加工製品の製造・加工・販売部門 15,567 △1.2

その他の部門 1,566 △28.6

合      計 120,140 △36.6

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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   (注) 算定上の基礎 
  

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 229円57銭 154円67銭

 

１株当たり当期純利益又は 

１株当たり当期純損失（△）

35円15銭 △53円37銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 38,585 25,539

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 38,585 25,539

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数(千株)
168,077 165,116

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) 6,002 △8,931

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
(百万円)

6,002 △8,931

期中平均株式数(千株) 170,750 167,344

（重要な後発事象）
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,904 7,993 

受取手形 75 83 

売掛金 18,491 6,605 

製品 5,397 － 

商品及び製品 － 1,900 

原材料 19,334 － 

仕掛品 12,438 5,073 

貯蔵品 718 － 

原材料及び貯蔵品 － 8,857 

未収還付法人税等 － 1,008 

未収入金 2,948 200 

前払費用 2,017 148 

繰延税金資産 1,424 1,244 

短期貸付金 3,519 150 

貸倒引当金 △22 △6 

流動資産合計 68,249 33,259 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 12,956 12,826 

構築物（純額） 1,198 1,785 

機械及び装置（純額） 21,270 21,793 

車両運搬具（純額） 106 112 

工具、器具及び備品（純額） 587 644 

土地 6,017 5,954 

リース資産（純額） － 9 

建設仮勘定 1,498 411 

有形固定資産合計 43,636 43,537 

無形固定資産 

その他の施設利用権 170 151 

無形固定資産合計 170 151 

投資その他の資産 

投資有価証券 10,446 5,630 

関係会社株式 1,339 1,329 

長期貸付金 1,150 1,637 

長期前払費用 37 608 

その他 877 458 

貸倒引当金 △17 △30 

投資その他の資産合計 13,833 9,634 

固定資産合計 57,640 53,322 

資産合計 125,889 86,582 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 2,766 1,939 

買掛金 19,023 7,256 

短期借入金 13,900 17,368 

1年内返済予定の長期借入金 4,558 5,051 

1年内償還予定の社債 2,360 1,447 

未払金 5,814 1,224 

未払費用 1,157 592 

未払法人税等 2,730 － 

未払消費税等 179 144 

前受金 5,628 － 

預り金 43 39 

賞与引当金 772 465 

設備関係支払手形 518 426 

リース債務 － 1 

その他 1 27 

流動負債合計 59,455 35,984 

固定負債 

社債 12,140 13,692 

長期借入金 14,104 9,053 

退職給付引当金 3,369 3,236 

リース債務 － 8 

繰延税金負債 752 26 

その他 29 13 

固定負債合計 30,395 26,031 

負債合計 89,851 62,016 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,982 12,982 

資本剰余金 

資本準備金 7,256 7,256 

資本剰余金合計 7,256 7,256 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 2,115 － 

繰越利益剰余金 14,780 8,021 

利益剰余金合計 16,896 8,021 

自己株式 △2,765 △3,106 

株主資本合計 34,370 25,154 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,623 △584 

繰延ヘッジ損益 44 △4 

評価・換算差額等合計 1,668 △588 

純資産合計 36,038 24,565 

負債純資産合計 125,889 86,582 

-29-

日本金属工業㈱(5479)　平成21年３月期決算短信



(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 173,132 110,522 

売上原価 

製品期首たな卸高 4,160 5,397 

当期製品製造原価 158,420 116,322 

当期製品仕入高 286 244 

合計 162,867 121,965 

製品期末たな卸高 5,397 1,900 

売上原価合計 157,469 120,064 

売上総利益又は売上総損失（△） 15,662 △9,541 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 1,855 1,541 

給料手当及び賞与 1,120 1,120 

賞与引当金繰入額 216 116 

退職給付引当金繰入額 130 218 

福利厚生費 268 175 

賃借料 524 521 

減価償却費 172 34 

研究開発費 518 510 

外注費 228 171 

役員報酬 357 295 

その他 1,130 927 

販売費及び一般管理費合計 6,524 5,635 

営業利益又は営業損失（△） 9,138 △15,176 

営業外収益 

受取利息 151 83 

受取配当金 372 552 

その他 370 262 

営業外収益合計 894 898 

営業外費用 

支払利息 829 841 

社債利息 179 165 

社債発行費 21 46 

為替差損 939 213 

その他 119 126 

営業外費用合計 2,089 1,393 

経常利益又は経常損失（△） 7,943 △15,671 

-30-

日本金属工業㈱(5479)　平成21年３月期決算短信



(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

固定資産売却益 1,932 12,052 

投資有価証券売却益 － 466 

受取保険金 － 300 

子会社清算益 283 － 

特別利益合計 2,215 12,819 

特別損失 

固定資産除却損 129 121 

たな卸資産評価損 － 2,761 

投資有価証券評価損 － 1,470 

環境対策費 1,841 － 

特別損失合計 1,970 4,353 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8,188 △7,204 

法人税、住民税及び事業税 3,041 15 

過年度法人税等 1,207 － 

過年度法人税等戻入額 － △18 

法人税等調整額 △1,024 316 

法人税等合計 3,224 313 

当期純利益又は当期純損失（△） 4,964 △7,517 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 12,982 12,982 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,982 12,982 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 7,256 7,256 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,256 7,256 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 2,686 2,115 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △570 △2,115 

当期変動額合計 △570 △2,115 

当期末残高 2,115 － 

繰越利益剰余金 

前期末残高 10,536 14,780 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,290 △1,344 

当期純利益又は当期純損失（△） 4,964 △7,517 

固定資産圧縮積立金の取崩 570 2,115 

自己株式の処分 － △12 

当期変動額合計 4,243 △6,759 

当期末残高 14,780 8,021 

利益剰余金合計 

前期末残高 13,222 16,896 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,290 △1,344 

当期純利益又は当期純損失（△） 4,964 △7,517 

自己株式の処分 － △12 

当期変動額合計 3,673 △8,875 

当期末残高 16,896 8,021 

自己株式 

前期末残高 △1,360 △2,765 

当期変動額 

自己株式の取得 △1,404 △363 

自己株式の処分 － 21 

当期変動額合計 △1,404 △341 

当期末残高 △2,765 △3,106 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本合計 

前期末残高 32,101 34,370 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,290 △1,344 

当期純利益又は当期純損失（△） 4,964 △7,517 

自己株式の取得 △1,404 △363 

自己株式の処分 － 9 

当期変動額合計 2,269 △9,216 

当期末残高 34,370 25,154 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,668 1,623 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,045 △2,207 

当期変動額合計 △2,045 △2,207 

当期末残高 1,623 △584 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 137 44 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△93 △48 

当期変動額合計 △93 △48 

当期末残高 44 △4 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 3,806 1,668 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,138 △2,256 

当期変動額合計 △2,138 △2,256 

当期末残高 1,668 △588 

純資産合計 

前期末残高 35,907 36,038 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,290 △1,344 

当期純利益又は当期純損失（△） 4,964 △7,517 

自己株式の取得 △1,404 △363 

自己株式の処分 － 9 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,138 △2,256 

当期変動額合計 130 △11,472 

当期末残高 36,038 24,565 
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１．新任取締役候補 

    佐々木 雅啓  （現 経営企画部長 兼ＩＲ室長） 

    島田  敏彦  （現 営業本部副本部長 兼鋼板販売部長） 

２．退任予定取締役 

    出口  榮彦  （現 常務取締役） 

    石野  義弘  （現 スワン産業(株)代表取締役社長） 

  

6. その他

(1) 役員の異動（平成21年６月25日付）
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