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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 14,297 △67.6 △2,650 ― △2,661 ― △1,945 ―

21年3月期第1四半期 44,101 ― 1,496 ― 1,333 ― △965 ―

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

22年3月期第1四半期 △11.78 ―

21年3月期第1四半期 △5.75 ―

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

22年3月期第1四半期 88,049 24,535 27.9 148.60
21年3月期 90,255 25,539 28.3 154.67

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  24,535百万円 21年3月期  25,539百万円

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

21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 5.00

3.  平成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）

（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

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) 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、５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） 

(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 

 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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 177,215,809株 21年3月期  177,215,809株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  12,102,328株 21年3月期  12,099,770株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 165,114,727株 21年3月期第1四半期 168,076,922株
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米国発の金融危機に端を発した世界的な景気後退によりステンレス需要が低迷する中、当第１四半期に

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 

当第１四半期においては、ステンレス流通在庫の調整が進みましたが、実体経済の停滞による実需の低

迷により販売数量の回復には至らず、当第１四半期の連結売上高は142億円と前年同期比298億円(△

67.6%)の減収となりました。 

  

（２）営業損失（△）・経常損失（△） 

当第１四半期においては、前連結会計年度に掲げた「緊急収益改善策」による徹底的なコスト削減等に

努めましたが、実需の低迷により、販売数量が急減(前年同期比△40%程度)するとともに、前年同期と比

べて原料価格が下落する中、これを上回る販売価格の落ち込みとなりました。また、繰越高価棚卸資産に

よる会計上の利益の減少(２億円)及びいわゆる「低価法」による評価損(７億円)の計上も余儀なくされま

した。 

 この結果、営業損失は前年同期比41億円の減益となる26億円、経常損失は同39億円減益の26億円となり

ました。 

  

（３）四半期純損失（△） 

税金等調整前四半期純損失は前年同期比12億円減益の26億円、四半期純損失は法人税等の調整により同

９億円減益の19億円となりました。 

  

  

（１）資産 

総資産は、前連結会計年度末に比べて22億円減少し、880億円となりました。 

 増減の内訳については以下の通りです。 

 ①流動資産 

  現金及び預金が24億円、棚卸資産が６億円減少した結果、流動資産は前連結会計年度末に比べて 

  26億円減少の340億円となりました。 

  

 ②固定資産 

  有形固定資産については、設備投資を２億円実施し、減価償却費を12億円計上した結果、前連結会 

  計年度末に比べて９億円減少し、445億円となりました。また、投資その他の資産は、投資有価証 

  券の時価評価差額金等により、同13億円増加し92億円となりました。 

  この結果、固定資産は前連結会計年度末に比べて４億円増加し、539億円となりました。 

  

（２）負債 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて12億円減少し、635億円となりました。 

 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３億円増加し、短期借入金が26億円減少した結果、流動負債は前連結会計年 

  度末に比べて25億円減少し、358億円となりました。 

 ②固定負債 

  長期借入金は、20億円の新規調達を行ないましたが、約定返済及びワンイヤー振替により12億円 

  の増加となり、この結果、固定負債は前連結会計年度末に比べて13億円増加し、276億円となりま 

  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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（３）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10億円減少し、245億円となりました。この結果、自己資本

比率は、同0.4ポイントダウンの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 

  利益剰余金が前連結会計年度末に比べて22億円減少していますが、当第１四半期の純損失19億円 

  及び前連結会計年度における期末配当金支払３億円によるものです。 

  この結果、株主資本合計は、240億円となりました。 

  

 ②評価・換算差額等 

  株価の回復により、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13億円増加したこと 

  により、評価・換算差額等は同12億円増の４億円となりました。 

  

（４）連結キャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況の概要は以下の通りです。 

 ①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(△26億円)、減価償却費(12億円)による営業活動資金源泉のマイナスを、 

  売上債権の減少(３億円)及び棚卸資産の削減(６億円)等の結果、１億円の支出となりました。 

  

 ②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(△５億円)等により、６億円の支出となりました。 

  

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  下記「（５）資金調達について」に記載の通り、長期借入を20億円行なうとともに、短期借入金を 

  30億円返済し、借入金の長短バランスを調整しました。この他、長期借入金の返済(△３億円)、 

  期末配当金支払(△３億円)により、17億円の支出となりました。 

  

以上の結果、現金及び預金残高は、前連結会計年度末に比べ24億円減の67億円、有利子負債残高は、同

14億円減少の468億円となりました。  

  

（５）資金調達について 

当第１四半期において、㈱商工組合中央金庫より20億円の資金調達を行ないました。また、第２四半期

に入りまして、㈱日本政策投資銀行より20億円、当社メイン銀行である㈱りそな銀行、㈱横浜銀行を幹事

銀行としたシンジケートローンにより40億円の資金調達を行ない、期初から80億円の長期借入契約による

資金調達を実施致しました。 

  

景気の不透明感は払拭されておりませんが、昨年来の世界経済の混迷を終息させるべく主要国が対策を

打ち出している中、ステンレス業界においては、在庫調整の進展、原料価格の上昇による製品市況の回復

等、業績への好材料も見られるようになりました。したがって、現時点では平成21年４月30日発表の第２

四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

 第２四半期以降におきましても、「販売体制の再構築」による販売効率の向上及び「緊急収益改善策」

によるコスト削減を徹底し、業績回復に努める所存です。 

 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１四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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

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

(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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,723 9,192

受取手形及び売掛金 6,571 6,884

商品及び製品 3,503 3,040

仕掛品 5,059 5,498

原材料及び貯蔵品 8,595 9,309

未収還付法人税等 997 1,038

その他 2,618 1,724

貸倒引当金 △11 △13

流動資産合計 34,059 36,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,533 14,758

機械装置及び運搬具（純額） 22,907 23,650

土地 5,954 5,954

その他（純額） 1,147 1,159

有形固定資産合計 44,543 45,523

無形固定資産 154 162

投資その他の資産   

投資有価証券 7,737 6,501

その他 1,589 1,428

貸倒引当金 △35 △36

投資その他の資産合計 9,291 7,894

固定資産合計 53,989 53,579

資産合計 88,049 90,255
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,025 9,725

短期借入金 21,319 24,012

賞与引当金 457 622

1年内償還予定の社債 1,447 1,447

その他 2,572 2,583

流動負債合計 35,822 38,391

固定負債   

社債 13,692 13,692

長期借入金 10,343 9,053

退職給付引当金 3,534 3,524

その他 120 54

固定負債合計 27,690 26,324

負債合計 63,513 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 6,918 9,193

自己株式 △3,106 △3,106

株主資本合計 24,050 26,326

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 748 △577

繰延ヘッジ損益 － △4

為替換算調整勘定 △263 △205

評価・換算差額等合計 484 △787

純資産合計 24,535 25,539

負債純資産合計 88,049 90,255
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 44,101 14,297

売上原価 40,461 15,451

売上総利益 3,639 △1,153

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 670 364

給料及び賞与 322 254

賞与引当金繰入額 154 95

退職給付引当金繰入額 69 92

その他 926 689

販売費及び一般管理費合計 2,143 1,496

営業利益 1,496 △2,650

営業外収益   

受取利息 0 －

受取配当金 99 74

持分法による投資利益 44 41

助成金収入 － 60

その他 87 71

営業外収益合計 231 247

営業外費用   

支払利息 275 214

その他 118 43

営業外費用合計 393 258

経常利益 1,333 △2,661

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 4 17

たな卸資産評価損 2,761 －

特別損失合計 2,765 17

税金等調整前四半期純利益 △1,431 △2,679

法人税、住民税及び事業税 386 7

法人税等調整額 △852 △741

法人税等合計 △465 △733

四半期純利益 △965 △1,945
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 △1,431 △2,679

減価償却費 1,134 1,206

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △176 △127

賞与引当金の増減額（△は減少） 475 287

受取利息及び受取配当金 △99 △74

支払利息 275 214

有形固定資産除却損 4 17

たな卸資産評価損 2,761 －

持分法による投資損益（△は益） △44 △41

売上債権の増減額（△は増加） △1,084 315

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,506 690

仕入債務の増減額（△は減少） 2,131 150

その他 1,839 △145

小計 9,293 △187

利息及び配当金の受取額 103 118

利息の支払額 △204 △151

法人税等の支払額 △2,926 81

環境対策集中実施費用支払額 △481 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,785 △138

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 △2 △2

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 △1,883 △541

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △1,870 △207

その他 △21 130

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,767 △620

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） △1,088 △3,053

長期借入金の返済による支出 △343 △349

長期借入れによる収入 － 2,000

自己株式の取得による支出 0 0

配当金の支払額 △622 △306

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,054 △1,709

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26 △2,468

現金及び現金同等物の期首残高 3,602 9,192

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,576 6,723
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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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