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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 8,702 △48.7 △1,320 ― △1,414 ― △1,965 ―
21年3月期第2四半期 16,950 ― △57 ― △102 ― △772 ―

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2四半期 △65.40 ―
21年3月期第2四半期 △25.71 ―

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2四半期 20,889 313 0.6 4.35
21年3月期 22,346 2,291 9.5 70.40

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  130百万円 21年3月期  2,115百万円

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  
平成22年3月期の期末日における配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 21,500 △21.6 △1,100 ― △1,400 ― 400 ― 13.31



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 
1.本資料における予想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、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性が
あります。 
2.平成21年10月29日付「平成22年3月期配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり平成22年3月期第2四半期末の配当につきましては、無配とさせてい
ただきます。期末日における配当予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であり、業績の不確定要素も多く、現時点におきましては未定とさせ
ていただきます。予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 

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2四半期 30,080,000株 21年3月期  30,080,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  31,261株 21年3月期  30,343株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 30,049,039株 21年3月期第2四半期 30,051,471株



  第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気対策の効果や対外経済環境の改善、在庫調整の進展などによ

る生産の持ち直しの兆しが見られ最悪期は脱したと見られるものの、まだ本格的回復の手ごたえはなく、大幅に悪化

した企業業績、設備・雇用情勢の過剰感など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

  鉄鋼業界においては、鋼材ユーザーの在庫調整が一巡、輸出拡大にも支えられ、鋼材需要はやや上向き始めたもの

の依然として低水準であり、ステンレス鋼生産においても、海外向受注に支えられ減産緩和の動きは進んでいるもの

の、国内需要の回復は足踏み状態が続き、本格的回復にはまだ時間がかかると思われます。 

  このような経済状況に対処すべく、当社グループは、特長商品・特長サービスへの特化を推進し、付加価値の向上

に努めるとともに、あらゆるコスト削減策を実施してまいりましたが、グループの主要事業である鉄鋼製品事業にお

いては、需要は持ち直しつつあるものの、その回復の足取りは鈍く、モーターサイクル関連部品事業においては、主

力とする日米欧市場において需要回復の兆しはまだ見えず、厳しい状況が続いております。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は8,702百万円（前年同期比48.7％減）、営業損失1,320百万円（前

年同期営業損失57百万円）、経常損失1,414百万円（前年同期経常損失102百万円）となりました。 

 これに、平成21年５月15日付「ステンレス事業の再構築による収益構造の抜本的改革についてお知らせ」のとお

り、設備除却・解体撤去等の一時費用(事業再構築費用)1,669百万円等の特別損失及び法人税等調整額等が加わり、

四半期純損失は1,965百万円（前年同期当期純損失772百万円）となりました。 

  

  

  当第２四半期末における資産総額は20,889百万円となり、前連結会計年度末より1,457百万円減少いたしました。

これは主にたな卸資産等の流動資産ならびに機械装置及び運搬具等の固定資産の減少によるものです。 

 負債総額は20,575百万円となり、前連結会計年度末より521百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買

掛金等は減少したものの短期借入金が増加したため、流動負債が増加したことによるものです。  

 純資産につきましては、313百万円となり前連結会計年度末より1,978百万円減少いたしました。これは主に利益剰

余金の減少によるものです。 

  

  

  当第２四半期連結累計期間の業績は厳しい結果となっておりますが、概ね期初計画通りに推移いたしました。な

お、平成21年５月15日に発表いたしました通期の連結業績予想(通期）につきましては、鉄鋼製品事業・モーターサ

イクル関連部品事業ともに依然として、経営環境の先行きが不透明で、業績の不確定要素も多く、現時点においては

修正いたしません。   

 また、平成19年12月20日付「みがき帯鋼事業拠点の移転および固定資産の譲渡に関するお知らせ」のとおり、下半

期には固定資産の譲渡を予定しておりますが、これにつきましても上記連結業績予想（通期）に織り込み済みであり

ます。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。     

  

 該当事項はありません。  

  

  

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

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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,567 2,300

受取手形及び売掛金 3,861 3,189

商品及び製品 2,847 3,342

仕掛品 1,589 1,710

原材料及び貯蔵品 836 1,583

その他 2,197 1,539

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 12,897 13,661

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,400 2,349

機械装置及び運搬具（純額） 2,845 3,861

その他（純額） 1,309 1,398

有形固定資産合計 6,555 7,609

無形固定資産   

のれん 84 101

その他 315 322

無形固定資産合計 399 423

投資その他の資産   

その他 1,057 672

貸倒引当金 △20 △21

投資その他の資産合計 1,036 651

固定資産合計 7,991 8,684

資産合計 20,889 22,346



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,152 5,115

短期借入金 9,000 7,867

未払法人税等 18 5

賞与引当金 134 138

事業再構築引当金 200 －

その他 1,940 1,460

流動負債合計 15,446 14,588

固定負債   

長期借入金 3,512 3,811

退職給付引当金 1,157 1,118

役員退職慰労引当金 118 119

その他 341 417

固定負債合計 5,129 5,466

負債合計 20,575 20,054

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,504 1,504

利益剰余金 △1,357 637

自己株式 △4 △4

株主資本合計 141 2,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 △1

為替換算調整勘定 △12 △19

評価・換算差額等合計 △10 △20

少数株主持分 182 176

純資産合計 313 2,291

負債純資産合計 20,889 22,346



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 16,950 8,702

売上原価 15,390 8,755

売上総利益又は売上総損失（△） 1,560 △52

販売費及び一般管理費 1,617 1,268

営業損失（△） △57 △1,320

営業外収益   

受取利息 5 0

受取配当金 14 4

受取技術料 32 25

助成金収入 － 58

その他 46 18

営業外収益合計 98 107

営業外費用   

支払利息 101 174

その他 42 26

営業外費用合計 144 201

経常損失（△） △102 △1,414

特別利益   

投資有価証券売却益 123 －

特別利益合計 123 －

特別損失   

前期損益修正損 30 －

固定資産除却損 － 17

工場再編費用 83 34

たな卸資産評価損 584 －

事業再構築費用 － 1,669

特別損失合計 698 1,721

税金等調整前四半期純損失（△） △677 △3,136

法人税、住民税及び事業税 32 23

法人税等調整額 39 △1,192

法人税等合計 72 △1,169

少数株主利益又は少数株主損失（△） 23 △1

四半期純損失（△） △772 △1,965



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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