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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 8,686 △45.4 △1,037 ― △1,087 ― △1,067 ―

21年3月期第1四半期 15,922 ― 329 ― 272 ― 222 ―

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 △89.06 ―

21年3月期第1四半期 18.53 ―

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 29,791 9,397 31.4 781.30
21年3月期 41,932 11,237 26.7 934.59

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,358百万円 21年3月期  10,312百万円

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）

― ― 2.00 2.00

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

16,600 △47.1 △1,580 ― △1,690 ― △1,640 ― △136.92

通期 36,300 △34.0 △1,540 ― △1,760 ― △1,720 ― △143.60

－ 1 －



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 

 業績予想につきましては、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、実際の業績は今後発生する状況の変化によっては予想数
値と異なる場合があります。 
 上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料4ページをご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 12,000,000株 21年3月期  12,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  22,360株 21年3月期  22,360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 11,977,640株 21年3月期第1四半期 11,977,700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（平成21年4月1日～平成21年6月30日）におけるわが国経済は、昨年のリーマン・ショ

ック以降大幅に悪化したあと、輸出や工業生産に持ち直しの動きが見られるものの、民間設備投資の

減少や雇用情勢の一層の悪化など厳しい状況で推移しました。 

このような状況のなか、当社企業集団の連結業績は、中核であるステンレス鋼その他金属材料の販

売事業において、生産財分野におけるステンレス鋼の需要が低調に推移したことにより、売上高は前

年同期に比べ45.4％減少の8,686百万円となりました。利益面につきましては、売上高の減少、売上総

利益率の低下により営業損益は1,037百万円の損失（前年同期は329百万円の利益）、経常損益は1,087

百万円の損失（前年同期は272百万円の利益）、四半期純損益は1,067百万円の損失（前年同期は222百

万円の利益）となりました。 

なお、セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

ステンレス鋼その他金属材料の販売事業 

  ステンレス鋼の販売数量が前年同期に比べ約35％減少するとともに販売価格が競争激化により前年

同期に比べ約20％低下したため売上高は8,331百万円と前年同期比45.9％減少しました。営業損益は売

上高の減少および価格低下と「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用による損失408百万円の発生

により売上総利益率が低下し、959百万円の損失（前年同期は298百万円の利益）となりました。 

 

ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業 

建築分野での需要の落ち込みと自動車部品関連における在庫調整により、売上高は123百万円と前年

同期比42.6％減少、営業損益は29百万円の損失（前年同期は4百万円の利益）となりました。 

 

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業 

昨秋以降の設備投資の見直しや先送りにより需要が急激に落ち込み、売上高は232百万円と前年同期

比21.5％減少、営業損益は63百万円の損失（前年同期は14百万円の利益）となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

(1)資産 

総資産は、前連結会計年度末に比べ14.5%減少し、29,791百万円となりました。これは、主と

して受取手形及び売掛金が3,430百万円、商品及び製品などのたな卸資産が1,660百万円減少した

ことによるものであります。 

 

(2)負債 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ16.7%減少し、20,394百万円となりました。これは、主

として支払手形及び買掛金が4,007百万円、引当金が101百万円減少したことによるものでありま

す。 
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  (3)純資産 

純資産合計は、その他有価証券評価差額金が131百万円増加しましたが、四半期純損失1,067百

万円の計上の他、利益剰余金の配当24百万円を実施したことなどにより、前連結会計年度末に比

べ958百万円減少し、9,397百万円となりました。 

 

3．連結業績予想に関する定性的情報 

  今後のわが国経済は、一部の指標に改善の兆しが見られるものの、不透明な状況が継続すると予想

されます。 

このような状況のなか、平成22年3月期の連結業績は、生産財分野のステンレス鋼需要の回復が予想

より遅れていることなどから、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正いたし

ました。 

 

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 

①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を見

積り、簿価切下げを行う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 

  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。 

③繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法に関しては、一時差異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想定した将来の業績およびこれに基づくタ

ックス・プランニングにより、回収可能性を判断のうえ繰延税金資産を計上しております。 

 

 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、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：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 1,951,601 1,912,314

受取手形及び売掛金 8,370,327 11,800,478

有価証券 38,450 38,416

商品及び製品 9,092,755 10,657,273

仕掛品 52,518 154,418

原材料及び貯蔵品 98,104 91,664

繰延税金資産 97,669 131,686

その他 540,078 654,274

貸倒引当金 △38,817 △54,553

流動資産合計 20,202,683 25,385,970

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,575,821 5,575,821

その他（純額） 1,639,454 1,705,148

有形固定資産合計 7,215,275 7,280,969

無形固定資産 252,028 234,476

投資その他の資産   

投資有価証券 1,211,677 987,362

長期滞留債権 106,177 102,259

繰延税金資産 510,473 553,941

その他 407,302 420,297

貸倒引当金 △114,437 △113,468

投資その他の資産合計 2,121,192 1,950,391

固定資産合計 9,588,495 9,465,836

資産合計 29,791,178 34,851,806

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,963,380 13,970,710

短期借入金 6,892,690 6,730,080

未払法人税等 5,250 25,379

引当金 101,372 202,335

その他 435,320 517,353

流動負債合計 17,398,012 21,445,856
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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) 

固定負債   

長期借入金 1,298,309 1,375,645

繰延税金負債 4,804 813

再評価に係る繰延税金負債 1,041,984 1,041,984

退職給付引当金 506,151 482,649

その他 144,487 149,759

固定負債合計 2,995,736 3,050,851

負債合計 20,393,747 24,496,707

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,512,150 1,512,150

資本剰余金 1,058,008 1,058,008

利益剰余金 5,266,008 6,356,702

自己株式 △4,486 △4,486

株主資本合計 7,831,680 8,922,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 252,775 121,590

繰延ヘッジ損益 35 303

土地再評価差額金 1,291,815 1,291,815

為替換算調整勘定 △18,171 △24,001

評価・換算差額等合計 1,526,454 1,389,707

少数株主持分 39,297 43,019

純資産合計 9,397,431 10,355,100

負債純資産合計 29,791,178 34,851,806
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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 15,921,678 8,686,347

売上原価 14,139,404 8,472,124

売上総利益 1,782,274 214,223

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 562,540 504,371

賞与引当金繰入額 133,094 61,551

退職給付費用 41,271 70,575

法定福利費 81,199 58,133

荷造運搬費 223,616 167,965

通信費 22,313 20,193

消耗品費 36,543 32,692

家賃賃借料 73,814 73,400

減価償却費 71,193 76,518

その他 207,807 185,444

販売費及び一般管理費合計 1,453,390 1,250,840

営業利益又は営業損失（△） 328,884 △1,036,616

営業外収益   

受取利息 1,247 338

受取配当金 10,200 8,202

販売手数料収入 12,356 4,225

持分法による投資利益 － 2,355

その他 3,028 4,574

営業外収益合計 26,831 19,693

営業外費用   

支払利息 57,403 46,128

手形売却損 19,048 14,436

その他 7,552 9,130

営業外費用合計 84,003 69,694

経常利益又は経常損失（△） 271,712 △1,086,617

特別利益   

固定資産売却益 13,981 799

賞与引当金戻入額 100 1,020

貸倒引当金戻入額 56,812 14,257

保証債務戻入額 13,157 632

関係会社整理益 46,326 －

退職給付引当金戻入額 － 455

特別利益合計 130,376 17,162
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(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) 

特別損失   

固定資産除却損 3,626 120

固定資産売却損 60 112

投資有価証券売却損 21 －

会員権評価損 51 －

特別損失合計 3,759 233

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（△）

398,329 △1,069,688

法人税、住民税及び事業税 11,145 4,906

法人税等調整額 163,604 △4,284

法人税等合計 174,749 622

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,617 △3,570

四半期純利益又は四半期純損失（△） 221,963 △1,066,739
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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)

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（△）

398,329 △1,069,688

減価償却費 82,893 85,872

のれん償却額 10,568 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △61,601 △14,772

賞与引当金の増減額（△は減少） △200,251 △97,175

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,309 23,502

その他の引当金の増減額（△は減少） △3,900 △3,800

受取利息及び受取配当金 △11,448 △8,540

支払利息及び手形売却損 76,451 60,564

持分法による投資損益（△は益） 1,849 △2,355

有形固定資産売却損益（△は益） △13,921 △686

投資有価証券売却損益（△は益） 21 －

有形固定資産除却損 3,626 120

会員権評価損 51 －

その他の営業外損益（△は益） △9,681 △42

関係会社整理損益（△は益） △46,326 －

売上債権の増減額（△は増加） △19,750 3,444,835

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,339,934 1,660,344

仕入債務の増減額（△は減少） △2,133,703 △4,010,456

未収消費税等の増減額（△は増加） 4,994 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 83,233 △148,091

その他の資産・負債の増減額 247,473 145,253

小計 △249,847 64,885

利息及び配当金の受取額 13,698 8,439

利息の支払額 △48,559 △40,827

手形売却に伴う支払額 △19,048 △14,436

その他 10,923 △332

法人税等の支払額 △558,556 △25,422

営業活動によるキャッシュ・フロー △851,389 △7,692
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(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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △20,954 －

有価証券の売却による収入 38,184 －

有形固定資産の取得による支出 △144,756 △3,624

有形固定資産の売却による収入 52,900 1,148

投資有価証券の取得による支出 △16,550 △2,536

投資有価証券の売却による収入 223 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

25,509 －

貸付けによる支出 △60,000 △310

貸付金の回収による収入 15,121 10,000

その他 △235 △18,515

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,558 △13,836

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,000,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △128,520 △118,970

配当金の支払額 △259,231 △19,015

少数株主への配当金の支払額 △1,235 △1,235

リース債務の返済による支出 △5,433 △6,927

財務活動によるキャッシュ・フロー 605,581 53,852

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,527 6,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △365,893 39,287

現金及び現金同等物の期首残高 2,394,803 1,912,314

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,028,910 1,951,601
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 

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) 

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) 

 
ステンレス

鋼その他金

属材料の販

売事業 

(千円) 

ステンレス

鋼その他金

属加工製品

の製造・販

売事業 

(千円) 

機械装置の

製造・販売

及びエンジ

ニアリング

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する売

上高 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

 

15,411,506 

 

214,980 

214,471

5,274

295,701

60,295

15,921,678

280,549

 

 

― 

 

(280,549) 

15,921,678

―

     計 15,626,487 219,745 355,996 16,202,227 (280,549) 15,921,678

営業利益 297,997 3,556 14,392 315,945 12,939 328,884

(注)1.事業区分は、商品及び製品の種類・性質及び販売市場の類似性を考慮し、ステンレス鋼その 

他金属材料の販売事業、ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業、機械装置の製 

造・販売及びエンジニアリング事業に区分しております。 

2.事業区分及び各区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称 

ステンレス鋼その他金属材料の

販売事業 

ステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、超合金、チタン 

ステンレス鋼その他金属加工製

品の製造・販売事業 

ステンレス鋼製ウェザーカバー、ステンレス鋼管製品 

※１ 

機械装置の製造・販売及びエン

ジニアリング事業 

一般産業用機械装置、鋼管製造用機械、エンジニアリングサービス

    ※１ 株式会社ステイドを関係会社から除外したことにより、同社の取扱い商品等を削除し

ております。 
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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) 

 
ステンレス

鋼その他金

属材料の販

売事業 

(千円) 

ステンレス

鋼その他金

属加工製品

の製造・販

売事業 

(千円) 

機械装置の

製造・販売

及びエンジ

ニアリング

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上

高 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

 

8,331,284 

 

96,578 

123,020

―

232,044

725

8,686,347

97,303

 

 

― 

 

(97,303) 

8,686,347

―

     計 8,427,862 123,020 232,769 8,783,650 (97,303) 8,686,347

営業利益又は営業損失(△) △958,912 △28,541 △63,081 △1,050,534 13,918 △1,036,616

(注)1.事業区分は、商品及び製品の種類・性質及び販売市場の類似性を考慮し、ステンレス鋼その 

他金属材料の販売事業、ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業、機械装置の製 

造・販売及びエンジニアリング事業に区分しております。 

2.事業区分及び各区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称 

ステンレス鋼その他金属材料の

販売事業 

ステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、超合金、チタン 

ステンレス鋼その他金属加工製

品の製造・販売事業 

ステンレス鋼製ウェザーカバー、ステンレス鋼管製品 

 

機械装置の製造・販売及びエン

ジニアリング事業 

一般産業用機械装置、鋼管製造用機械、エンジニアリングサービス
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 【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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が９０％を超えるため、所在地別セグメント

情報の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) 

   全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が９０％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

 【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） 

   海外売上高は連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の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） 

   海外売上高は連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の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 

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） 

該当事項はありません。 
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