
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 北越メタル株式会社 上場取引所 東 
コード番号 5446 URL http://www.hokume.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 桒原 頼幸
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務本部長 （氏名） 米山 克已 TEL 0258-24-5111
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11日
配当支払開始予定日 ―

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 5,420 △31.8 1,077 ― 1,089 ― 537 ―
21年3月期第1四半期 7,951 ― △299 ― △282 ― △208 ―

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 26.97 ―
21年3月期第1四半期 △10.45 ―

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 24,686 14,003 56.7 703.04
21年3月期 24,197 13,612 56.3 683.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,003百万円 21年3月期  13,612百万円

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  
(注)平成22年3月期の期末の1株当たり配当予想につきましては、先行きが極めて不透明なため、現段階では未定であります。 

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 ― 3.00 ― 10.00 13.00
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  有   

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

10,310 △36.4 1,440 ― 1,450 ― 760 ― 38.16

通期 19,490 △32.6 1,490 △23.5 1,470 △23.6 740 △7.6 37.15
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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、4ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年5月14日に公表いたしました配当予想は、本資料において修正しております。 
  詳細につきましては、本日開示しております「平成22年3月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  なお、期末の１株当たり配当予想につきましては、先行きが極めて不透明であるため、通期の業績見込みが明らかとなった時点で改めて公表いたしま 
  す。 
２．平成21年5月14日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
  詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
３．業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
  従って、今後の主原料である鉄スクラップ価格や鋼材市況等の変動により、業績予想値が変わ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 19,970,000株 21年3月期  19,970,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  51,586株 21年3月期  51,376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 19,918,519株 21年3月期第1四半期 19,929,968株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策の効果などにより一部景気に底入れ
の兆しが見えてきたものの、企業収益の悪化や個人消費の低迷など、依然として厳しい状況が続いていま
す。 
当社グループの関連業界では、このような経済環境の影響を受け、民間設備投資の落ち込みが影響し、

鋼材需要は減少しました。 
このような状況下、当社グループは、需要に見合った生産・販売に徹し、鋭意取り組んでまいりまし

た。 
その結果、当第１四半期における連結売上高は、製品販売数量の減少などにより、5,420百万円（前年

同四半期比31.8％減）となりました。 
収益面では、主原料である鉄スクラップ価格が比較的安価に推移したことなどにより、経常利益は

1,089百万円（前年同四半期282百万円の経常損失）、四半期純利益は537百万円（前年同四半期208百万円
の四半期純損失）となりました。 

  

① 資産 
当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ488百万円増加して、

24,686百万円となりました。 
これは主に、製品販売数量の改善による売上高増加に伴う受取手形及び売掛金の増加（前連結会計

年度末比353百万円の増加）やたな卸資産の増加（前連結会計年度末比225百万円の増加）等により、
流動資産が前連結会計年度末に比べ503百万円増加して、14,506百万円になったことによるものであ
ります。 

② 負債 
当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ97百万円増加して、

10,682百万円となりました。 
これは主に、支払手形及び買掛金の増加（前連結会計年度末比499百万円の増加）等により、流動

負債が前連結会計年度末に比べ232百万円増加して8,242百万円となり、長期借入金の減少（前連結会
計年度末比156百万円の減少）等により固定負債が前連結会計年度末に比べ135百万円減少して、
2,440百万円になったことによるものであります。 

③ 純資産 
当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ391百万円増加し

て、14,003百万円となりました。 
これは主に、四半期純利益537百万円を計上したこと等によるものであります。 
また、自己資本比率につきましては、前連結会計年度末の56.3％から0.4ポイント増加して、当第

１四半期連結会計期間末には56.7％となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、4,646百万円
となり、前連結会計年度末に比べ129百万円（△2.7％）減少しました。各キャッシュ・フローの状況は次
のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結会計期間における営業活動の資金は、476百万円の増加となりました。収入の主な内

訳は、税金等調整前四半期純利益984百万円、仕入債務の増加499百万円、減価償却費239百万円であり、
支出の主な内訳は、法人税等の支払い746百万円、売上債権の増加353百万円、たな卸資産の増加225百万
円であります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金は、129百万円の減少となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出118百万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） 
当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金は、476百万円の減少となりました。これは主

に、長期借入金の返済による支出254百万円、配当金の支払額159百万円等によるものであります。 
  

【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
(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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連結業績予想につきましては、前回予想（平成21年５月14日）から修正しております。 
詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
また、配当金につきましても、前回予想（平成21年５月14日）から修正しております。 
詳細につきましては、本日開示しております「平成22年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 
なお、期末の１株当たり配当予想につきましては、先行きが極めて不透明であるため、通期の業績見込

みが明らかとなった時点で改めて公表いたします。 
  
  

該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
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。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

等を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
③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予定額を期間
按分する方法によっております。なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る
減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

④経過勘定項目の算定方法 
固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概

算額で計上する方法によっております。 
⑤法人税等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控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
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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：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 4,769,981 4,898,146

受取手形及び売掛金 6,880,265 6,526,768

商品及び製品 1,504,855 1,346,853

仕掛品 54,725 57,424

原材料及び貯蔵品 1,094,722 1,024,851

繰延税金資産 169,556 153,867

その他 55,137 18,133

貸倒引当金 △22,629 △22,629

流動資産合計 14,506,615 14,003,416

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,816,199 7,805,692

減価償却累計額 △4,541,290 △4,494,321

建物及び構築物（純額） 3,274,909 3,311,371

機械装置及び運搬具 18,687,048 18,352,680

減価償却累計額 △15,297,030 △15,147,960

機械装置及び運搬具（純額） 3,390,017 3,204,719

工具、器具及び備品 1,773,293 1,753,013

減価償却累計額 △1,389,151 △1,370,599

工具、器具及び備品（純額） 384,142 382,413

土地 1,754,675 1,858,266

建設仮勘定 － 118,203

有形固定資産合計 8,803,744 8,874,975

無形固定資産   

ソフトウエア 15,601 13,113

その他 3,782 3,805

無形固定資産合計 19,383 16,919

投資その他の資産   

投資有価証券 1,014,609 935,419

繰延税金資産 283,856 314,181

その他 71,609 66,272

貸倒引当金 △13,660 △13,840

投資その他の資産合計 1,356,415 1,302,032

固定資産合計 10,179,543 10,193,927

資産合計 24,686,159 24,197,343
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(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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,485,962 3,986,843

短期借入金 2,379,135 2,538,980

未払法人税等 467,225 762,197

その他 909,782 721,258

流動負債合計 8,242,105 8,009,279

固定負債   

長期借入金 1,528,076 1,684,886

退職給付引当金 791,919 771,318

役員退職慰労引当金 120,589 119,613

固定負債合計 2,440,584 2,575,817

負債合計 10,682,689 10,585,097

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,969,269 1,969,269

資本剰余金 1,399,606 1,399,606

利益剰余金 10,584,116 10,246,033

自己株式 △14,469 △14,432

株主資本合計 13,938,522 13,600,478

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64,946 11,768

評価・換算差額等合計 64,946 11,768

純資産合計 14,003,469 13,612,246

負債純資産合計 24,686,159 24,197,343
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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：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 7,951,678 5,420,603

売上原価 7,655,759 3,819,416

売上総利益 295,918 1,601,186

販売費及び一般管理費 595,159 523,532

営業利益又は営業損失（△） △299,240 1,077,654

営業外収益   

受取利息 1,053 327

受取配当金 19,604 19,623

持分法による投資利益 8,857 －

受取賃貸料 3,022 2,070

助成金収入 － 11,678

その他 5,381 2,267

営業外収益合計 37,919 35,966

営業外費用   

支払利息 14,107 16,730

持分法による投資損失 － 3,758

手形売却損 1,253 444

その他 6,241 3,198

営業外費用合計 21,602 24,131

経常利益又は経常損失（△） △282,923 1,089,489

特別利益   

貸倒引当金戻入額 180 180

特別利益合計 180 180

特別損失   

固定資産売却損 1,185 40

減損損失 128 103,590

固定資産除却損 1,757 1,943

投資有価証券評価損 641 －

特別損失合計 3,712 105,574

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（△）

△286,456 984,094

法人税等 △78,133 446,826

四半期純利益又は四半期純損失（△） △208,322 537,268
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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 984,094

減価償却費 239,674

減損損失 103,590

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,601

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 975

貸倒引当金の増減額（△は減少） △180

受取利息及び受取配当金 △19,951

支払利息 17,174

持分法による投資損益（△は益） 3,758

有形固定資産売却損益（△は益） 40

有形固定資産除却損 1,943

売上債権の増減額（△は増加） △353,136

たな卸資産の増減額（△は増加） △225,174

仕入債務の増減額（△は減少） 499,118

その他 △53,305

小計 1,219,223

利息及び配当金の受取額 20,593

利息の支払額 △16,682

法人税等の支払額 △746,996

営業活動によるキャッシュ・フロー 476,138

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △1,500

有形固定資産の取得による支出 △118,930

有形固定資産の売却による収入 379

無形固定資産の取得による支出 △3,560

投資有価証券の取得による支出 △44

投資その他の資産の増減額（△は増加） △5,710

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,367

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） △62,194

長期借入金の返済による支出 △254,460

自己株式の取得による支出 △37

配当金の支払額 △159,743

財務活動によるキャッシュ・フロー △476,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129,664

現金及び現金同等物の期首残高 4,776,046

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,646,381
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(注) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、平成21年３月期第１四半期決算短信において記載
を省略したため、当第１四半期連結累計期間についてのみ記載しております。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
該当事項はありません。 

  

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