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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 7,291 △53.8 △1,716 ― △1,706 ― △969 ―

21年3月期第1四半期 15,797 ― 780 ― 730 ― 434 ―

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 △14.69 ―

21年3月期第1四半期 6.49 ―

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 55,692 13,759 24.7 205.28
21年3月期 57,992 14,399 24.8 215.04

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,759百万円 21年3月期  14,399百万円

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  有  

22年３月期の期末及び年間の配当金額は未定であります。 

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 ― 2.50 ― ― 2.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

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

19,200 △38.0 △1,400 ― △1,700 ― △1,100 ― △16.43

通期 40,800 △16.6 80 ― △530 ― △500 ― △7.47
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。 

(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） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 67,000,000株 21年3月期  67,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  38,425株 21年3月期  38,109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 66,961,575株 21年3月期第1四半期 66,965,349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 

  当第１四半期連結会計期間は、昨年後半からの景気減退の影響による需要の低迷に加え在庫調整も行われた結

果、非常に厳しい状況が続きました。 
  ステンレス業界においてはニッケル相場の上昇、輸出環境の改善、在庫の適正化等環境の改善はあるものの実需

を伴った回復には至らず、また当社を取り巻く環境ではＩＴ、デジタル家電の需要回復、自動車減税に伴う効果は

認められるものの国内需要の低迷は引き続き厳しい状況にあります。 
当社グループはこのような状況のもと、在庫の適正化を推進、徹底した費用削減を実施し収益安定化を推進して

おりますが、販売価格の下落に伴う在庫評価損、昨年から続く大幅な減産による原価の上昇により収益への影響は

非常に大きなものとなりました。 

これらの要因により当第 1 四半期連結会計期間における連結業績につきましては、売上高は、前年同期と比べ

85 億５百万円(53.8%)減収の 72 億９千１百万円となりました。損益面につきましては、営業損益は、前年同期と比

べ 24 億９千６百万円減益の 17 億１千６百万円の損失となり、経常損益は、前年同期と比べ 24 億３千７百万円減

益の 17 億６百万円の損失となり、四半期純損益は、前年同期と比べ 14 億４百万円減益の９億６千９百万円の損失

となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

① みがき帯鋼部門 

  みがき帯鋼部門の売上高は、前第１四半期連結会計期間と比べ76億円減収の58億５千８百万円となり、営業損

益では、第１四半期連結会計期間と比べ23億３千６百万円減益の12億４千１百万円の損失となりました。 

 

② 加工品部門 

加工品部門の売上高は、前第１四半期連結会計期間と比べ９億５百万円減収の14億３千３百万円となり、営業

損益では、第１四半期連結会計期間と比べ２億６千２百万円減益の２億２千２百万円の損失となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四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 23 億円減少の 556 億９千２百万円となりまし

た。これは主に、原料仕入価格の下落局面での旧高価格の仕入債務の決済及び借入金の返済により現金及び預金が

27 億４千 6百万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 16 億６千万円減少の 419 億３千２百万円となりました。これは主に、旧高

価格の仕入債務の決済により支払手形及び買掛金が４億８千３百万円減少したことと、借入金が 13 億１千万円減少

したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ６億３千９百万円減少の 137 億５千９百万円となりました。これは主に、当

第 1 四半期純損失が９億６千９百万円であった一方、株価の上昇によりその他有価証券評価差額金が２億９千２百

万円増加したことによるものです。その結果、自己資本比率は 24.7％（前連結会計年度末 24.8％）となりました。

 

当第１四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、14 億５千２百万円の支出(前年同期 11 億４千２百万円の収入)となり、

さらに、財務活動による収支を加味すると、27 億６千６百万円の支出(前年同期１億７千９百万円の支出)となり、

前連結会計年度末に比べ資金は 27 億４千７百万円の減少となり、当第 1 四半期連結会計期間末には 43 億３千８百

万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、７億９千万円の支出（前年同期 14 億９千９百万円の収入）となりました。
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これは、税金等調整前四半期純損失が 17 億８百万円（前年同期税金等調整前四半期純利益７億８千６百万円）、減

価償却費が３億８千５百万円（前年同期３億７千万円）であり、たな卸資産の減少による収入９億４千２百万円等

の収入があった一方、売上債権の増加による支出２億１千２百万円と、仕入債務の減少による支出５億３千８百万

円等の支出があったことによるものであります。 

 

（投資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・フローは、６億６千２百万円の支出（前年同期３億５千６百万円の支出）となりま

した。これは、有形固定資産の取得による支出３億９千万円によるものと、短期貸付金の増加による支出２億９千

２百万円等によるものであります。 

 

（財務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・フローは、13 億１千４百万円の支出（前年同期 13 億２千２百万円の支出）となり

ました。これは、長期借入金の返済による支出 13 億５千９百万円等によるものであります。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結業績は、昨年の米国の金融危機から始まった景気悪化により、前年同期に比べ厳しいものとな

りましたが、概ね計画通り推移しました。 

ステンレス業界においては、在庫調整の進展、中国経済の活性化に伴う需要増、国内では自動車減税効果など明

るい兆しが見受けられますが国内需要については依然不透明であり厳しい環境は継続するものと予想されます。 

第２四半期以降におきましても、差別化技術による独自製品の販売強化を更に推進すると共に収益改善に向けた

総費用の見直しによる徹底した費用改善を実施し業績回復に努める所存であります。 
第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、当初の予想（平成 21 年５月 15 日発表）を変更しておりま

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） 

    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たな卸資産の評価方法 

       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。 

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。 

     

  （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 

      該当事項はありません。 
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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 4,503 7,250

受取手形及び売掛金 7,447 7,210

商品及び製品 4,616 4,941

仕掛品 2,236 2,775

原材料及び貯蔵品 926 963

その他 1,892 1,434

貸倒引当金 △27 △24

流動資産合計 21,595 24,551

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,700 4,769

機械装置及び運搬具（純額） 7,288 7,502

土地 16,635 16,632

建設仮勘定 145 139

その他（純額） 554 566

有形固定資産合計 29,325 29,610

無形固定資産 338 357

投資その他の資産   

投資有価証券 2,123 1,642

その他 2,376 1,899

貸倒引当金 △68 △69

投資その他の資産合計 4,432 3,472

固定資産合計 34,096 33,440

資産合計 55,692 57,992

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,244 7,728

短期借入金 13,654 13,817

未払法人税等 34 35

賞与引当金 89 313

その他 2,375 1,998

流動負債合計 23,398 23,893

固定負債   

長期借入金 12,133 13,280

退職給付引当金 2,210 2,210

再評価に係る繰延税金負債 4,035 4,035

負ののれん 0 0

その他 154 171
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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) 

固定負債合計 18,533 19,699

負債合計 41,932 43,592

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 780 1,750

自己株式 △7 △7

株主資本合計 8,615 9,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 366 74

土地再評価差額金 4,855 4,855

為替換算調整勘定 △78 △116

評価・換算差額等合計 5,143 4,813

純資産合計 13,759 14,399

負債純資産合計 55,692 57,992
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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 15,797 7,291

売上原価 13,411 7,765

売上総利益又は売上総損失（△） 2,385 △473

販売費及び一般管理費 1,605 1,242

営業利益又は営業損失（△） 780 △1,716

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 38 28

負ののれん償却額 0 0

持分法による投資利益 1 －

為替差益 53 30

受取保険金 － 79

その他 39 64

営業外収益合計 134 204

営業外費用   

支払利息 83 92

退職給付費用 85 88

その他 15 13

営業外費用合計 184 194

経常利益又は経常損失（△） 730 △1,706

特別利益   

貸倒引当金戻入額 75 －

特別利益合計 75 －

特別損失   

固定資産売却損 3 －

固定資産除却損 16 1

特別損失合計 19 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

786 △1,708

法人税、住民税及び事業税 450 24

法人税等調整額 △98 △763

法人税等合計 351 △738

四半期純利益又は四半期純損失（△） 434 △969
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

786 △1,708

減価償却費 370 385

引当金の増減額（△は減少） 155 △222

受取利息及び受取配当金 △40 △30

支払利息 83 92

為替差損益（△は益） △20 △6

持分法による投資損益（△は益） △1 0

有形固定資産売却損益（△は益） 3 －

有形固定資産除却損 16 1

売上債権の増減額（△は増加） 721 △212

たな卸資産の増減額（△は増加） △253 942

仕入債務の増減額（△は減少） △134 △538

その他 85 617

小計 1,772 △678

利息及び配当金の受取額 44 29

利息の支払額 △82 △93

法人税等の支払額 △235 △47

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,499 △790

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 △388 △390

有形固定資産の売却による収入 16 0

投資有価証券の取得による支出 △5 △2

投資有価証券の売却による収入 2 17

貸付けによる支出 － △292

その他 19 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △356 △662

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） △92 △80

長期借入れによる収入 － 128

長期借入金の返済による支出 △1,074 △1,359

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △154 △0

その他 0 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,322 △1,314

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △185 △2,747

現金及び現金同等物の期首残高 4,907 7,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,721 4,338
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 （４）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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