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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 1,980 △45.2 △127 ― △119 ― △76 ―

21年3月期第1四半期 3,613 ― 265 ― 276 ― 129 ―

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 △12.71 ―

21年3月期第1四半期 27.11 ―

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 10,640 6,882 64.7 1,138.40
21年3月期 11,429 6,987 61.1 1,155.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,882百万円 21年3月期  6,987百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 7.00 7.00

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  有  
  当第１四半期の業績を鑑みて、第２四半期連結累計期間の業績予想を修正しております。なお、通期の業績予想は現時点では修正しておりません。 

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

3,860 △46.6 △220 ― △200 ― △110 ― △18.20

通期 10,600 △12.3 30 △93.1 70 △84.6 40 △61.1 6.62



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  無  

(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 

  本資料に記載された予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な
要因によって異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 6,091,000株 21年3月期  6,091,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  45,474株 21年3月期  44,814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 6,045,831株 21年3月期第1四半期 4,762,386株



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１四半期におけるわが国経済は、輸出環境の持ち直しと在庫調整が進んだ結果、未曾有ともいえる景気後退に

底打ち感が出てまいりましたが、設備や雇用の過剰感は払拭されておらず、依然として厳しい状況が続きました。 

 みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線業界におきましても、自動車業界は政府による減税措置や補助金のスタートによ

り、販売台数に持ち直しの動きが見え始めましたが、依然として前年同月比で50～60％の水準であり、また、建設機

械・工作機械業界は民間設備投資の低迷により回復が遅れるなど、厳しい状況が続いております。一方、材料価格に

つきましては、鉄鉱石などの原料調達コストの低下により、鋼材値下げが実施されました。 

 このような経営環境下、需給バランスの崩れにより市況価格が軟調に推移し、販売価格の値下げを余儀なくされま

したが、当社グループは全社を挙げて生産性の向上及びコスト削減を図り収益の確保に取り組みました。 

 しかしながら、当社グループを取り巻く需要環境は厳しく、販売数量は13,309トン（前年同四半期比50.0％減）と

なり、売上高は1,980百万円（前年同四半期比45.2％減）と大幅な減収となりました。 

 また、損益につきましても、販売数量の減少に加え、生産減によるコストの上昇や前連結会計年度末の簿価の高い

在庫の払出しなどにより売上原価が上昇した結果、営業損失127百万円（前年同四半期は営業利益265百万円）、経常

損失119百万円（前年同四半期は経常利益276百万円）、四半期純損失76百万円（前年同四半期は四半期純利益129百

万円）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における資産の残高は10,640百万円となり、前連結会計年度末に比べ788百万円減少いたしまし

た。これは主に、販売数量の減少により受取手形及び売掛金が388百万円減少したことや在庫圧縮によりたな卸資産

が523百万円減少したためであります。 

 当第１四半期末における負債の残高は3,758百万円となり、前連結会計年度末に比べ683百万円減少いたしました。

これは主に、有利子負債は541百万円増加いたしましたが、材料仕入高の減少により支払手形及び買掛金が1,263百万

円減少したためであります。 

 当第１四半期末における純資産の残高は6,882百万円となり、前連結会計年度末に比べ105百万円減少いたしまし

た。これは主に、利益剰余金が149百万円減少したためであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における業績及び足下の需要環境を勘案し、第２四半期連結累計期間の業績予想を修正

いたしました。当予想に関する詳細は、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

なお、通期予想につきましては、平成21年５月８日に公表しました業績予想から変更はありません。 

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） 

該当事項はありません。 

（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 

該当事項はありません。 

（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 

該当事項はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,492,759 1,326,872

受取手形及び売掛金 2,473,312 2,862,191

商品及び製品 1,318,944 1,519,384

原材料及び貯蔵品 803,708 1,127,167

繰延税金資産 107,409 59,213

その他 106,463 209,348

貸倒引当金 △12,602 △10,092

流動資産合計 6,289,995 7,094,086

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 917,242 935,003

機械装置及び運搬具（純額） 1,361,802 1,392,548

土地 1,202,065 1,202,065

その他（純額） 180,607 182,106

有形固定資産合計 3,661,718 3,711,723

無形固定資産 70,351 74,196

投資その他の資産   

投資有価証券 508,892 434,643

長期貸付金 82,782 87,212

その他 47,114 47,411

貸倒引当金 △20,617 △20,242

投資その他の資産合計 618,171 549,024

固定資産合計 4,350,242 4,334,943

資産合計 10,640,238 11,429,030

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,511,693 2,775,005

1年内返済予定の長期借入金 332,800 208,300

未払法人税等 3,800 8,910

賞与引当金 51,750 99,200

設備関係支払手形 50,303 99,721

その他 314,322 192,507

流動負債合計 2,264,668 3,383,644



（単位：千円）

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   

長期借入金 935,400 518,500

繰延税金負債 35,387 1,091

退職給付引当金 410,102 425,514

長期未払金 112,442 112,442

固定負債合計 1,493,331 1,057,548

負債合計 3,758,000 4,441,192

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,513,687 1,513,687

資本剰余金 1,317,207 1,317,207

利益剰余金 3,969,401 4,118,797

自己株式 △21,003 △20,769

株主資本合計 6,779,293 6,928,922

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102,944 58,914

評価・換算差額等合計 102,944 58,914

純資産合計 6,882,237 6,987,837

負債純資産合計 10,640,238 11,429,030



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 3,613,760 1,980,442

売上原価 3,051,283 1,853,548

売上総利益 562,477 126,893

販売費及び一般管理費   

運搬費 105,078 68,471

給料及び手当 57,198 59,710

賞与引当金繰入額 24,250 17,700

退職給付費用 5,160 △51

役員退職慰労引当金繰入額 3,596 －

貸倒引当金繰入額 905 2,834

減価償却費 6,873 6,621

その他 94,350 99,222

販売費及び一般管理費合計 297,413 254,508

営業利益又は営業損失（△） 265,063 △127,615

営業外収益   

受取利息 481 1,105

受取配当金 7,461 4,408

鉄屑売却収入 2,429 447

その他 3,527 5,695

営業外収益合計 13,899 11,657

営業外費用   

支払利息 2,129 2,994

売上割引 590 259

その他 － 50

営業外費用合計 2,719 3,304

経常利益又は経常損失（△） 276,242 △119,262

特別損失   

固定資産除却損 13,561 －

固定資産売却損 5 －

役員退職慰労金 24,702 －

特別損失合計 38,268 －

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（△）

237,973 △119,262

法人税、住民税及び事業税 145,841 1,698

法人税等調整額 △36,954 △44,119

法人税等合計 108,887 △42,421

四半期純利益又は四半期純損失（△） 129,086 △76,841



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△）

237,973 △119,262

減価償却費 83,803 88,522

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,463 △15,412

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △86,832 －

受取利息及び受取配当金 △7,942 △5,513

支払利息 2,129 2,994

売上債権の増減額（△は増加） △273,628 388,879

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,776 523,899

仕入債務の増減額（△は減少） 423,039 △1,206,488

長期未払金の増減額（△は減少） 114,330 －

その他の負債の増減額（△は減少） 83,690 82,385

その他 17,520 63,246

小計 510,843 △196,749

利息及び配当金の受取額 8,153 5,148

利息の支払額 △1,917 △4,161

法人税等の支払額 △162,531 △4,735

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,548 △200,497

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 △132,726 △91,639

有形固定資産の売却による収入 95 375

無形固定資産の取得による支出 － △22,995

貸付金の回収による収入 7,313 4,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,318 △109,444

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） △253,906 －

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △38,181 △58,600

自己株式の取得による支出 － △234

配当金の支払額 △73,704 △65,336

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,791 475,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △136,562 165,886

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,951 1,326,872

現金及び現金同等物の四半期末残高 996,389 1,492,759



（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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は省略しております。

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） 

みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

本邦以外の国または地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

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） 

本邦以外の国または地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

（６）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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