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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 8,670 △34.5 △77 ― △40 ― △22 ―

21年3月期第2四半期 13,247 ― 533 ― 566 ― 310 ―

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 △1.01 ―

21年3月期第2四半期 13.84 ―

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 16,143 10,831 67.1 483.22
21年3月期 16,554 10,877 65.7 485.18

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,831百万円 21年3月期  10,877百万円

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

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 ― ― ― 8.00 8.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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

通期 18,600 △16.3 150 △61.4 210 △52.2 120 △39.1 5.35

- 1 -



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 22,558,063株 21年3月期  22,558,063株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  142,957株 21年3月期  138,916株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 22,416,084株 21年3月期第2四半期 22,450,955株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の予想は本資料の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、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記の業績予想は平成21年５月15日に発表したものから修正いたしました。詳細は添付資料の３ページをご参照ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、急速な景気悪化に対応した在庫調整の進展や一連の景気

対策により一部に回復の兆しが見られるものの、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しており

ます。 

 このような状況下にあって、当第２四半期累計期間の当社の売上高は、86億7千万円と前年同四半期比

34.5％減少いたしました。 

 部門別の売上高では、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門では56億6百万円と前年

同四半期比32.8％減少いたしました。また、焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております製造部門で

は、30億6千4百万円と前年同四半期比37.5％減少いたしました。 

 この結果、経常損失は4千万円、四半期純損失は2千2百万円となりました。 

  

当第２四半期末の総資産は、主にたな卸資産の減少により、161億4千3百万円（前事業年度末比4億1

千1百万円減少）、負債の部合計は、主に仕入債務の減少により53億1千1百万円（前事業年度末比3億6

千5百万円減少）となり、純資産の部合計は108億3千1百万円（前事業年度末比4千6百万円減少）となり

ました。 

  

当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より4億5千3百万円増加し、25億4千2

百万円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとお

りであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失を3千5百万円、非資金項目である減価

償却費を3億9百万円計上したほか、売上債権の増加7億1千9百万円、たな卸資産の減少14億6千6百万

円、仕入債務の減少2億6千5百万円等により、7億3千1百万円の資金増加（前年同四半期は2億7千万円

の資金増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得7千7百万円、貸付けによる支出2千5百万円

等により、8千8百万円の資金減少（前年同四半期は7億9千万円の資金減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払に1億7千8百万円を行ったこと等により、1億

9千万円の資金減少（前年同四半期は2億3千4百万円の資金減少）となりました。 

  

経営環境等を勘案して通期の業績予想の見直しを行い、平成21年５月15日発表の予想を修正いたしまし

た。詳細は、平成21年10月19日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

①当第２四半期末の財政状態

②当第２四半期におけるキャッシュ・フローの状況

（営業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）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

3. 業績予想に関する定性的情報
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たな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。 

減価償却の方法として、定率法を採用している固定資産については、事業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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。 

期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を計上しております。数理計算上の差異は年

間費用処理額を期間按分した額を計上しております。 

税金費用については、当事業年度の税引前当期純利益及びこれに対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期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

2．固定資産の減価償却費の算定方法

3．繰延税金資産の回収可能性の判断

4．退職給付引当金の計算

5．税金費用の計算

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,542,684 2,089,576

受取手形及び売掛金 5,460,267 4,740,290

商品及び製品 1,662,232 2,967,288

仕掛品 263,964 285,774

原材料及び貯蔵品 260,315 400,168

その他 217,775 250,075

貸倒引当金 △7,860 △7,520

流動資産合計 10,399,380 10,725,654

固定資産   

有形固定資産 3,758,787 4,004,606

無形固定資産 60,080 67,929

投資その他の資産   

投資有価証券 1,248,384 990,271

その他 690,132 779,740

貸倒引当金 △13,410 △13,410

投資その他の資産合計 1,925,107 1,756,602

固定資産合計 5,743,974 5,829,138

資産合計 16,143,355 16,554,793
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 3,544,473 3,809,941

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 7,282 18,007

賞与引当金 80,000 180,000

役員賞与引当金 18,000 40,000

その他 412,455 303,034

流動負債合計 4,462,210 4,750,983

固定負債   

退職給付引当金 634,542 653,053

役員退職慰労引当金 146,469 193,664

その他 68,734 79,661

固定負債合計 849,746 926,378

負債合計 5,311,957 5,677,362

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,469,608 1,469,608

利益剰余金 7,341,227 7,543,220

自己株式 △38,448 △37,807

株主資本合計 10,621,234 10,823,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 210,164 53,562

評価・換算差額等合計 210,164 53,562

純資産合計 10,831,398 10,877,431

負債純資産合計 16,143,355 16,554,793
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 13,247,159 8,670,316

売上原価 11,628,294 7,824,730

売上総利益 1,618,865 845,586

販売費及び一般管理費 1,085,569 922,689

営業利益又は営業損失（△） 533,295 △77,103

営業外収益   

受取利息及び配当金 22,826 14,537

助成金収入 － 16,426

その他 13,611 11,279

営業外収益合計 36,438 42,243

営業外費用   

支払利息 2,697 2,098

為替差損 495 2,517

その他 － 1,042

営業外費用合計 3,193 5,658

経常利益又は経常損失（△） 566,540 △40,518

特別利益   

固定資産売却益 541 －

投資有価証券償還益 － 780

貸倒引当金戻入額 103 6

役員賞与引当金戻入額 － 6,350

その他 － 707

特別利益合計 645 7,844

特別損失   

固定資産売却損 － 193

固定資産除却損 3,160 134

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 2,600 －

保険解約損 － 2,466

特別損失合計 5,760 2,794

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 561,425 △35,468

法人税等 250,608 △12,828

四半期純利益又は四半期純損失（△） 310,817 △22,639
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

561,425 △35,468

減価償却費 413,341 309,890

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,550 340

賞与引当金の増減額（△は減少） － △100,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,000 △22,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,136 △18,511

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,732 △47,194

受取利息及び受取配当金 △22,826 △14,537

支払利息 2,697 2,098

固定資産売却損益（△は益） △541 193

固定資産除却損 3,160 134

投資有価証券償還損益（△は益） － △780

売上債権の増減額（△は増加） △778,916 △719,976

たな卸資産の増減額（△は増加） △448,573 1,466,718

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,586 48,625

仕入債務の増減額（△は減少） 777,815 △265,468

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,516 105,345

その他の流動負債の増減額（△は減少） △19,416 16,842

その他 △2,741 △78

小計 477,500 726,170

利息及び配当金の受取額 22,826 14,537

利息の支払額 △2,697 △2,023

法人税等の支払額 △226,803 △7,014

営業活動によるキャッシュ・フロー 270,826 731,669

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △670,792 △77,403

固定資産の売却による収入 2,247 300

投資有価証券の取得による支出 △22,629 △4,672

投資有価証券の償還による収入 － 4,808

貸付けによる支出 △1,228 △25,045

貸付金の回収による収入 2,574 2,322

その他 △100,458 11,464

投資活動によるキャッシュ・フロー △790,287 △88,225

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △2,490 △10,926

自己株式の取得による支出 △7,614 △641

配当金の支払額 △224,188 △178,768

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,293 △190,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △753,754 453,107

現金及び現金同等物の期首残高 3,819,665 2,089,576

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,065,911 2,542,684
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該当事項はありません。 

  

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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当第２四半期累計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

  

6. その他の情報

販売実績

品        目 販売高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

特殊帯鋼 3,610,791 41.6 △ 35.9

普通鋼 1,518,826 17.5 △ 28.4

その他 476,573 5.6 △ 19.1

商事部門計 5,606,191 64.7 △ 32.8

焼入鋼帯 608,381 7.0 △ 37.6

鈑金加工品 2,455,743 28.3 △ 37.5

製造部門計 3,064,124 35.3 △ 37.5

合        計 8,670,316 100.0 △ 34.5
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