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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 16,663 △46.2 △2,032 ― △2,209 ― △1,278 ―

21年3月期第2四半期 30,964 ― 1,420 ― 1,193 ― 639 ―

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 △19.09 ―

21年3月期第2四半期 9.55 ―

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 56,987 13,379 23.5 199.82
21年3月期 57,992 14,399 24.8 215.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,379百万円 21年3月期  14,399百万円

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  

22年３月期の期末及び年間の配当金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 ― 2.50 ― 0.00 2.50

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 37,500 △23.4 △710 ― △1,160 ― △750 ― △11.20
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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．その他をご参照ください。 

(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 

 本資料に記載されている業績見直し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在入手している情報に基づいて作成したものであり、多分に不確実な
要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、今後様々な要因により異なる場合があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、４ページの【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

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2四半期 67,000,000株 21年3月期  67,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  39,020株 21年3月期  38,109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 66,961,324株 21年3月期第2四半期 66,964,626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２四半期連結累計期間（平成 21 年４月１日から平成 21 年９月 30 日まで）は、世界的な景気後退からの需要

回復が当初予想を下回り、加えて昨年からのニッケル価格の下落に伴う販売価格の低下の影響を受け、大きく売上

高が減少しました。またニッケル価格変動に伴う材料評価損と生産量減少に伴う固定費負担の増加などの影響によ

り、損益は非常に厳しいものとなりました。 

４月以降ニッケル価格の上昇による販売単価の改善及び中国経済の活性化に伴う明るい兆しも見受けられます

が、依然不透明な環境変化に対して、新戦略商品である高精密ばね材の開発（ＨＡ、ＨＳ仕上げ）を行い、独自製

品の拡販に努めてまいりました。 

受注量は４月以降、徐々に回復し、９月単月では昨年第１四半期の月当たり平均に対し 80％に回復し、ＩＴ機器

に使用する記憶媒体の部品用材料、電池用材料などについては、上記平均を超えて受注量を確保しております。ま

た全社挙げて費用削減活動に取り組み大きな効果を得ていますが、生産量減少に伴う原価高を解消出来ず厳しい経

営状況となりました。 

このような状況のもと、第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、前年同期と比べ 143 億円（46.2％）

減収の 166 億６千３百万円となりました。損益面につきましては、営業損失が 20 億３千２百万円（前年同期 14 億

２千万円の利益）、経常損失が 22 億９百万円（前年同期 11 億９千３百万円の利益）となり、四半期純損失は 12 億

７千８百万円（前年同期６億３千９百万円の利益）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

① みがき帯鋼部門 

  みがき帯鋼部門におきましては、自動車の生産台数に比例して順調に回復、また自動車以外の主力である電子

部品・精密部品も順調に回復していますが、その受注量は前年同期に比べ約60％に止まり、更にニッケル価格下

落による販売単価の低下の影響を受けたことで、売上高は前年同期と比べ130億３千５百万円(49.0％)減収の135

億９千１百万円、営業損益につきましては前年同期と比べ32億７千８百万円減益の13億６千８百万円の損失とな

りました。 

 

② 加工品部門 

加工品部門におきましては、自動車関連企業の回復に伴い異形鋼は順調に回復したものの、建築部材である平

鋼及びアングルの販売単価の低下及び受注量の低迷があり、加工品部門の売上高は前年同期に比べ12億６千５百

万円(29.2％)減収の30億７千２百万円、営業損益につきましては前年同期比と比べ２億９千６百万円減益の１億

６千４百万円の損失となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ 10 億４百万円減少の 569 億８千７百万円とな

りました。流動資産は、19 億８千万円減少の 225 億７千１百万円となりました。これは主に、世界同時不況による

前第４四半期連結会計期間の大幅な販売数量の減少からの回復により、受取手形及び売掛金は 23 億６百万円増加し

たものの、原料仕入価格の下落局面での旧高価格の仕入債務の決済及び借入金の返済により現金及び預金が 21 億３

千９百万円減少したこと、また、仕入れ価格の低下及び生産量の回復による製造コストの低下によりたな卸資産が

15 億７千２百万円減少したことによるものです。固定資産は、株価の上昇により投資有価証券が３億３千４百万円

増加し、また、当第２四半期（累計）純損失により繰延税金資産が 10 億３千５百万円増加したことにより、９億７

千５百万円増加の 344 億１千６百万円となりました。 
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負債合計は、前連結会計年度末と比べ１千５百万円増加の 436 億７百万円となりました。これは主に、販売数量

の減少からの回復により支払手形及び買掛金が 16 億６千８百万円増加した一方、借入金が 13 億８千４百万円減少

したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ 10 億１千９百万円減少の 133 億７千９百万円となりました。これは主に、当

第２四半期（累計）純損失が 12 億７千８百万円であった一方、株価の上昇によりその他有価証券評価差額金が２億

２百万円増加したことによるものです。その結果、自己資本比率は 23.5％（前連結会計年度末 24.8％）となりまし

た。 

 

当第２四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によ

る収支と投資活動による収支を合わせると、７億５千６百万円の支出(前年同期４億７千４百万円の収入)となり、

さらに、財務活動による収支を加味すると、21 億５千４百万円の支出(前年同期９億８千３百万円の支出)となり、

前連結会計年度末に比べ資金は 21 億４千万円の減少となり、当第２四半期連結会計期間末には 49 億４千４百万円

となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億３千６百万円の収入（前年同期 13 億５千２百万円の収入）となりま

した。これは、税金等調整前四半期純損失が 22 億１千５百万円（前年同期税金等調整前四半期純利益 11 億７千３

百万円）、減価償却費が７億９千万円（前年同期７億５千４百万円）、たな卸資産の減少による収入 16 億３千１百万

円、仕入債務の増加による収入 15 億８千９百万円等があった一方、売上債権の増加による支出 22 億６千９百万円

があったことによるものであります。 

 

（投資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・フローは、８億９千２百万円の支出（前年同期８億７千７百万円の支出）となりま

した。これは、有形固定資産の取得による支出６億３千４百万円によるものと、貸付けによる支出の増加２億９千

５百万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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、13 億９千８百万円の支出（前年同期 14 億５千７百万円の支出）となり

ました。これは、短期借入金の純増 10 億５千８百万円と、長期借入れによる収入６億１千３百万円があった一方、

長期借入金の返済による支出 30 億５千５百万円等によるものであります。 

 

 

３．通期見通し 

わが国経済は、景気対策の一環として各種需要喚起策の実施により景気を押し上げ、自動車、家電製品を中心に

回復基調にあります。自動車では減税対策や補助金支給による需要の回復、家電製品につきましてもエコポイント

の導入など購買刺激策により、需要の増加が現れておりますが、依然先行きは不透明な状況にある中で、当社では

自動車、デジタル家電に多く使用される高精密バネ（ＨＡ，ＨＳ仕上げ）、また意匠性を改善したＰＷ仕上げ（アル

ミ色調）などの新戦略商品の拡販を行い、安定した受注確保に注力してまいります。 

通期の連結業績については、10 月 23 日に公表いたしました業績予想修正と同じく、売上高 375 億円、営業損失７

億１千万円、経常損失 11 億６千万円、当期純損失７億５千万円、個別業績につきましては売上高 300 億円、営業損

失８億５千万円、経常損失 12 億５千万円、当期純損失８億５千万円を予想しています。 
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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） 

    該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

法人税の算定方法 

        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免除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

     

  （３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、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：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 5,110 7,250

受取手形及び売掛金 9,516 7,210

商品及び製品 4,036 4,941

仕掛品 2,176 2,775

原材料及び貯蔵品 896 963

その他 850 1,434

貸倒引当金 △15 △24

流動資産合計 22,571 24,551

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,633 4,769

機械装置及び運搬具（純額） 7,135 7,502

土地 16,636 16,632

建設仮勘定 319 139

その他（純額） 514 566

有形固定資産合計 29,240 29,610

無形固定資産 369 357

投資その他の資産   

投資有価証券 1,976 1,642

その他 2,897 1,899

貸倒引当金 △68 △69

投資その他の資産合計 4,806 3,472

固定資産合計 34,416 33,440

資産合計 56,987 57,992

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,397 7,728

短期借入金 14,435 13,817

未払法人税等 48 35

賞与引当金 272 313

その他 1,826 1,998

流動負債合計 25,980 23,893

固定負債   

長期借入金 11,277 13,280

退職給付引当金 2,153 2,210

再評価に係る繰延税金負債 4,035 4,035

負ののれん 0 0

その他 160 171

固定負債合計 17,627 19,699

負債合計 43,607 43,592
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,857 6,857

資本剰余金 986 986

利益剰余金 471 1,750

自己株式 △7 △7

株主資本合計 8,307 9,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 276 74

土地再評価差額金 4,855 4,855

為替換算調整勘定 △60 △116

評価・換算差額等合計 5,072 4,813

純資産合計 13,379 14,399

負債純資産合計 56,987 57,992
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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 30,964 16,663

売上原価 26,355 16,208

売上総利益 4,609 455

販売費及び一般管理費 3,189 2,487

営業利益又は営業損失（△） 1,420 △2,032

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 42 30

受取賃貸料 36 34

負ののれん償却額 0 0

持分法による投資利益 0 0

為替差益 17 －

受取保険金 － 79

その他 44 51

営業外収益合計 145 200

営業外費用   

支払利息 165 183

退職給付費用 170 154

その他 36 39

営業外費用合計 373 377

経常利益又は経常損失（△） 1,193 △2,209

特別利益   

貸倒引当金戻入額 34 18

特別利益合計 34 18

特別損失   

固定資産売却損 3 －

固定資産除却損 36 24

投資有価証券評価損 13 －

特別損失合計 53 24

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（△）

1,173 △2,215

法人税、住民税及び事業税 480 36

法人税等調整額 53 △974

法人税等合計 533 △937

四半期純利益又は四半期純損失（△） 639 △1,278
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,173 △2,215

減価償却費 754 790

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75 △59

受取利息及び受取配当金 △46 △34

支払利息 165 183

受取保険金 － △79

為替差損益（△は益） △13 4

持分法による投資損益（△は益） △0 △0

有形固定資産売却損益（△は益） 3 －

有形固定資産除却損 36 24

投資有価証券評価損益（△は益） 13 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,616 △2,269

たな卸資産の増減額（△は増加） △206 1,631

仕入債務の増減額（△は減少） △1,517 1,589

その他 △150 72

小計 1,712 △414

利息及び配当金の受取額 50 32

利息の支払額 △167 △180

保険金の受取額 － 388

法人税等の支払額 △243 △23

法人税等の還付額 － 333

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,352 136

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 △709 △634

有形固定資産の売却による収入 15 0

投資有価証券の取得による支出 △11 △4

投資有価証券の売却による収入 2 17

関係会社株式の取得による支出 － △9

貸付けによる支出 － △295

その他 △173 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △877 △892

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） 923 1,058

長期借入れによる収入 － 613

長期借入金の返済による支出 △2,222 △3,055

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △156 △2

その他 △1 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,457 △1,398

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △992 △2,140

現金及び現金同等物の期首残高 4,907 7,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,914 4,944
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 （４）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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