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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 33,323 △58.4 △3,545 ― △3,901 ― △2,785 ―

21年3月期第2四半期 80,115 ― 3,389 ― 2,822 ― △486 ―

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 △16.74 ―

21年3月期第2四半期 △2.89 ―

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 94,495 24,348 25.8 140.65
21年3月期 90,255 25,539 28.3 154.67

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  24,348百万円 21年3月期  25,539百万円

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00

22年3月期 ― 1.00

22年3月期 
（予想）

― 2.00 3.00

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 87,000 △27.6 1,300 ― 700 ― 1,100 ― 6.66
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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、５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 

業績予想は、現時点での将来に関する前提、見通し等に基づく予測が含まれており、今後発生する様々な要因によって異なる結果になる可能性がありま
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2四半期 177,215,809株 21年3月期  177,215,809株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,103,723株 21年3月期  12,099,700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 166,446,998株 21年3月期第2四半期 168,074,421株
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世界経済は 悪期を脱し、緩やかな回復基調を見せ始め、ステンレス需要も持ち直しつつある中、当第

２四半期連結累計期間における当社グループの連結経営成績の概要は以下の通りです。 

  

（１）売上高 

①当第２四半期(７－９月)の概要 

 ステンレス内需は、依然力強さが感じられないものの、流通在庫調整の進展に伴い、用途によっ 

 ては徐々に回復の兆しも見られ、国内販売数量は当第１四半期(４－６月)比28％程度増加し、 

 売上高は同29.7％増の105億円となりました。一方輸出につきましては、中国を中心とした需要増 

 を背景に同四半期比17％程度増加し、売上高は同37.6％増の84億円となりました。 

②当第２四半期連結累計期間の概要 

 足元の販売数量増加を受け、前年度下半期では55％程度であった設備稼働率は、当第２四半期(７ 

 －９月)では70％を超えるまでに回復しました。しかしながら、ニッケル価格を始めとする原料 

 高に見合う販売価格の回復までには至らず、円高基調も相俟って、当第２四半期連結累計期間の 

 連結売上高は333億円と前年同期間比467億円(△58.4％)の減収となりました。 

  

（２）営業損失（△）・経常損失（△） 

①当第２四半期(７－９月)の概要 

 販売数量および販売価格の回復により、売上総損益では前年第２四半期(７－９月)以来の黒字転 

 換となり、また前連結会計年度に掲げた「緊急収益改善策」に沿った徹底的なコスト削減の効果 

 により、営業損益は当第１四半期(４－６月)比17億円の増益、また経常損益につきましても同14 

 億円の増益となりました。 

②当第２四半期連結累計期間の概要 

 当第２四半期(７－９月)では、赤字幅を大幅に縮小しましたが、当第２四半期連結累計期間の 

 営業損失は前年同期間比69億円の減益となる35億円、経常損失は同67億円減益の39億円となり 

 ました。 

  

（３）四半期純損失（△） 

当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は前年同期間比29億円減益の36億円、四半期純

損失は同22億円減益の27億円となりました。 

  

  

（１）資産 

総資産は、前連結会計年度末に比べて42億円増加し、944億円となりました。 

 増減の内訳については以下の通りです。 

 ①流動資産 

  「現金及び預金」が21億円、「受取手形及び売掛金」が17億円、「商品及び製品」等の棚卸資産が 

  16億円増加した結果、流動資産は前連結会計年度末に比べて56億円増加の423億円となりました。  

  

 ②固定資産 

  「有形固定資産」については、設備投資を10億円実施し、減価償却費を24億円計上した結果、前連 

  結会計年度末に比べて14億円減少し、440億円となりました。 

  この結果、固定資産は前連結会計年度末に比べて14億円減少し、521億円となりました。 

  

・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
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（２）負債 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて54億円増加し、701億円となりました。 

 増減の内訳については以下の通りです。 

 ①流動負債 

  「支払手形及び買掛金」が36億円増加、「短期借入金」が22億円減少、１年内償還予定の社債が 

  47億円増加した結果、流動負債は前連結会計年度末に比べて59億円増加し、443億円となりまし 

  た。 

  

 ②固定負債 

  「社債」は償還およびワンイヤー振替により54億円減少、「長期借入金」は80億円の新規調達を 

  行いましたが、約定返済およびワンイヤー振替により47億円の増加となり、この結果、固定負債 

  は前連結会計年度末４億円減少し、258億円となりました。 

  

（３）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて11億円減少し、243億円となりました。この結果、自己資本

比率は、同2.5ポイントダウンの25.8%となりました。     

 純資産の増減の内訳については以下の通りです。                         

 ①株主資本 

  「利益剰余金」が前連結会計年度末に比べて35億円減少していますが、当第２四半期連結累計期間   

  の純損失27億円、前連結会計年度における期末配当金支払３億円および自己株式処分による差損 

  ４億円によるものです。 

  また、「自己株式」は本年９月３日に発表しました「第三者割当による自己株式の処分」等によ 

  り20億円減少(株主資本は増加)し、この結果、株主資本合計は前連結会計年度末に比べて14億円  

  減少し、248億円となりました。 

  

 ②評価・換算差額等 

  「その他有価証券評価差額金」が前連結会計年度末に比べて４億円増加したこと等により、評 

  価・換算差額等は同３億円増の△４億円となりました。 

  

（４）連結キャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況の概要は以下の通りです。 

 ①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損失(△36億円)、減価償却費(24億円)による営業活動資金源泉のマイナス 

  (△12億円)に、売上債権の増加(△17億円)、棚卸資産の増加(△16億円)および仕入債務の増加 

  (35億円)等の結果、７億円の支出となりました。 

  

 ②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(△10億円)および投資有価証券の売却による収入(9億円)等によ 

  り、３億円の支出となりました。 

  

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  長期借入(80億円)および第三者割当による自己株式の処分(16億円)を行うとともに、短期借入金 

  を31億円返済し、借入金の長短バランスを調整しました。 

  この他、長期借入金の約定返済(△22億円)、社債の償還(△６億円)および期末配当金支払(△３億 

  円)により、32億円の収入となりました。 

  

以上の結果、「現金及び預金」残高は、前連結会計年度末に比べ21億円増の113億円、有利子負債残高

は、同19億円増加の501億円となりました。  
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景気は緩やかな回復基調にある中、ステンレス業界においては、在庫調整の進展、原料価格の上昇によ

る製品市況の回復にともない、販売数量の増加および販売価格の上昇等、業績回復の兆しが見られるよう

になりました。 

 このような状況下、本格的な回復には未だ不透明感は拭えませんが、足元では収支均衡にまで業績は回

復しており、現時点では平成21年８月21日に修正発表しました通期の業績予想に変更はありません。 

 当社および子会社の日金工商事(株）は、本年９月24日付で本社を霞ヶ関へ移転し、当社グループの販

売部門の集約化を図りました。業績予想の達成に向け、新本社体制のもとで、「販売体制の再構築」によ

る販売効率の向上および「緊急収益改善策」によるコスト削減を引き続き強力に推進してまいります。 

 なお、今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予測 

 等に前連結会計年度末以降における変化の影響を加味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：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 11,302 9,192

受取手形及び売掛金 8,621 6,884

商品及び製品 3,674 3,040

仕掛品 6,452 5,498

原材料及び貯蔵品 9,354 9,309

未収還付法人税等 － 1,038

その他 2,963 1,724

貸倒引当金 △15 △13

流動資産合計 42,353 36,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,556 14,758

機械装置及び運搬具（純額） 22,595 23,650

土地 5,954 5,954

その他（純額） 959 1,159

有形固定資産合計 44,066 45,523

無形固定資産 149 162

投資その他の資産   

投資有価証券 6,318 6,501

その他 1,644 1,428

貸倒引当金 △35 △36

投資その他の資産合計 7,927 7,894

固定資産合計 52,142 53,579

資産合計 94,495 90,255
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（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 13,333 9,725

短期借入金 21,781 24,012

賞与引当金 564 622

1年内償還予定の社債 6,235 1,447

未払法人税等 44 －

その他 2,355 2,583

流動負債合計 44,315 38,391

固定負債   

社債 8,275 13,692

長期借入金 13,845 9,053

退職給付引当金 3,598 3,524

その他 112 54

固定負債合計 25,831 26,324

負債合計 70,146 64,716

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,982 12,982

資本剰余金 7,256 7,256

利益剰余金 5,646 9,193

自己株式 △1,051 △3,106

株主資本合計 24,834 26,326

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △86 △577

繰延ヘッジ損益 － △4

為替換算調整勘定 △398 △205

評価・換算差額等合計 △485 △787

純資産合計 24,348 25,539

負債純資産合計 94,495 90,255
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(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 80,115 33,323

売上原価 72,601 33,859

売上総利益又は売上総損失（△） 7,514 △535

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,276 808

給料及び賞与 578 502

賞与引当金繰入額 352 183

退職給付引当金繰入額 134 170

その他 1,783 1,343

販売費及び一般管理費合計 4,124 3,009

営業利益又は営業損失（△） 3,389 △3,545

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 114 116

持分法による投資利益 46 70

助成金収入 － 92

その他 135 152

営業外収益合計 300 430

営業外費用   

支払利息 434 461

為替差損 126 207

その他 307 118

営業外費用合計 868 787

経常利益又は経常損失（△） 2,822 △3,901

特別利益   

投資有価証券売却益 － 474

特別利益合計 － 474

特別損失   

固定資産除却損 61 34

たな卸資産評価損 2,761 －

投資有価証券評価損 655 －

事務所移転費用 － 164

特別損失合計 3,478 199

税金等調整前四半期純損失（△） △656 △3,626

法人税、住民税及び事業税 1,083 26

法人税等調整額 △1,254 △867

法人税等合計 △170 △841

四半期純損失（△） △486 △2,785
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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損失（△） △656 △3,626

減価償却費 2,327 2,421

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △328 △208

賞与引当金の増減額（△は減少） 36 △58

受取利息及び受取配当金 △118 △114

支払利息 434 461

有形固定資産除却損 61 34

たな卸資産評価損 2,761 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △474

投資有価証券評価損益（△は益） 655 －

移転費用 － 164

持分法による投資損益（△は益） △46 △70

売上債権の増減額（△は増加） 3,909 △1,730

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,960 △1,633

仕入債務の増減額（△は減少） △1,860 3,558

その他 1,519 △342

小計 11,651 △1,615

利息及び配当金の受取額 142 230

利息の支払額 △452 △405

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,911 1,093

環境対策集中実施費用支払額 △545 －

移転費用の支払額 － △29

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,884 △726

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △6 △8

投資有価証券の売却による収入 10 980

有形固定資産の取得による支出 △3,531 △1,097

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △1,912 △210

その他 △21 △46

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,461 △382
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（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) 

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） △941 △3,153

長期借入金の返済による支出 △2,304 △2,285

長期借入れによる収入 － 8,000

社債の償還による支出 △1,730 △630

社債の発行による収入 2,953 －

自己株式の取得による支出 △2 △0

自己株式の処分による収入 － 1,624

配当金の支払額 △669 △333

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,693 3,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △256 2,109

現金及び現金同等物の期首残高 3,602 9,192

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,346 11,302
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該当事項はありません。 

  

 
※ 平成21年９月３日に発表致しました第三者割当による自己株式処分であります。 

(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

（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 12,982 7,256 9,193 △ 3,106 26,326

当第２四半期連結累計期間末までの

変動額

 剰余金の配当 △ 330 △ 330

 四半期純損失 △ 2,785 △ 2,785

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分※ △ 432 2,056 1,624

当第２四半期連結累計期間末までの
△ 3,547 2,055 △ 1,492

変動額合計

当第２四半期連結累計期間末残高 12,982 7,256 5,646 △ 1,051 24,834
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