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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 4,326 △40.1 △315 ― △281 ― △180 ―
21年3月期第2四半期 7,223 ― 517 ― 529 ― 276 ―

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 △29.89 ―
21年3月期第2四半期 55.43 ―

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 11,388 6,752 59.3 1,116.89
21年3月期 11,429 6,987 61.1 1,155.74

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,752百万円 21年3月期  6,987百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 7.00 7.00

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 10,270 △15.1 △80 ― △40 ― △40 ― △6.62



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 
 本資料に記載された予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な
要因によって異なる結果となる可能性があります。 

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 6,091,000株 21年3月期  6,091,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  45,474株 21年3月期  44,814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 6,045,677株 21年3月期第2四半期 4,993,930株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年１～３月に比し生産や輸出に一定の回復が見られ、景気は

持ち直しの動きが見られるようになりましたが、失業率の上昇による雇用不安や所得減少による個人消費の低迷及び

民間設備投資の激減により、依然、先行き不透明な状況が続きました。 

 みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線業界におきましても、主要需要家である自動車業界で政府による減税措置や助成金

により、生産・販売台数の回復が見られましたが、ピークの水準との乖離は依然と大きく、また、産業機械・工作機

械業界で民間設備投資の急落により回復が遅れたこともあり、依然、厳しい状況が続きました。 

 一方、材料価格につきましては、鉄鉱石などの原料調達コストの低下により、第１四半期会計期間において鋼材価

格の値下げが実施されました。  

 このような経営環境下、当社グループは全社を挙げて収益の確保と生産性の向上及びコスト削減に取り組みまし

た。 

 まず、販売面では、需給バランスの崩れにより市況価格が軟調に推移し、販売価格の値下げを余儀なくされました

が、既存需要家への拡販活動に加え、新規取引先の開拓により収益の確保に取り組みました。 

 生産面では、ＪＫ活動を積極的に導入し歩留の向上及び機械毎の目標管理指標の達成に努めるとともに、本年７月

末にみがき棒鋼事業の合理化のため室蘭工場を閉鎖する等、生産性の向上に取り組むことによりコスト削減に努めま

した。 

 しかしながら、当社グループを取り巻く需要環境は厳しく、販売数量は30,605トン（前年同四半期比39.6%減）と

なり、売上高は4,326百万円（前年同四半期比40.1%減）と減収となりました。 

 損益につきましても、販売数量の減少に加え、生産減による製造コストの上昇や前連結会計年度末の簿価の高い在

庫の払出し及び在庫評価損の計上などにより売上原価が上昇し、営業損失315百万円（前年同四半期は営業利益517百

万円）、経常損失281百万円（前年同四半期は経常利益529百万円）、四半期純損失180百万円（前年同四半期は四半

期純利益276百万円）となりました。 

  

 事業部門ごとの業績は次のとおりであります。 

 まず、みがき棒鋼部門におきましては、多様な需要分野に対しきめ細かい営業活動を展開しましたが、需要が低迷

した結果、販売数量は18,906トン（前年同四半期比43.9%減）となり、売上高は2,797百万円（前年同四半期比43.7%

減）となりました。  

 また、冷間圧造用鋼線部門におきましても、自動車業界の活動水準の低下により、需要が低下した結果、販売数量

は11,699トン（前年同四半期比31.1%減）となり、売上高は1,529百万円（前年同四半期比32.1%減）となりました。

  

 当第２四半期連結累計期間に実施した設備投資の総額は111百万円で、その主なものは、枚方営業所製品倉庫の建

築費用（62百万円）及び八尾工場の熱処理炉（23百万円）の改造であります。これらの資金は全て自己資金にて賄い

ました。  

  

 当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は11,388百万円となり、前連結会計年度末に比べ40百万円減少い

たしました。これは主に、現金及び預金は661百万円増加いたしましたが、たな卸資産が702百万円減少したためであ

ります。  

 当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は4,636百万円となり、前連結会計年度末に比べ195百万円増加い

たしました。これは主に、仕入高の減少により支払手形及び買掛金が445百万円減少いたしましたが、有利子負債が

658百万円増加したためであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は6,752百万円となり、前連結会計年度末に比べ235百万円減少

いたしました。これは主に、利益剰余金が253百万円減少したためであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累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、1,987百万

円となり、前連結会計年度末に比べ661百万円増加いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

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



「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は264百万円となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純損失281百万円を計上したことや、仕入債務の減少による資金の減少がありましたが、売上債権の減

少及びたな卸資産の減少による資金の増加があったためであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は189百万円となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出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」 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果調達した資金は585百万円となりました。これは主に、長期借

入金を800百万円借入れしたためであります。  

  

 通期の業績予想につきましては、現時点においては平成21年10月19日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」と特に変更はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 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



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 1,987,906 1,326,872

受取手形及び売掛金 2,795,659 2,862,191

商品及び製品 1,045,479 1,519,384

原材料及び貯蔵品 898,136 1,127,167

繰延税金資産 171,263 59,213

その他 184,488 209,348

貸倒引当金 △13,082 △10,092

流動資産合計 7,069,851 7,094,086

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 898,881 935,003

機械装置及び運搬具（純額） 1,304,780 1,392,548

土地 1,202,065 1,202,065

その他（純額） 246,063 182,106

有形固定資産合計 3,651,791 3,711,723

無形固定資産 68,356 74,196

投資その他の資産   

投資有価証券 464,737 434,643

長期貸付金 108,192 87,212

その他 46,404 47,411

貸倒引当金 △20,767 △20,242

投資その他の資産合計 598,566 549,024

固定資産合計 4,318,714 4,334,943

資産合計 11,388,566 11,429,030

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,329,517 2,775,005

1年内返済予定の長期借入金 371,500 208,300

未払法人税等 8,022 8,910

賞与引当金 100,800 99,200

設備関係支払手形 5,460 99,721

その他 278,951 192,507

流動負債合計 3,094,251 3,383,644



（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 1,013,500 518,500

繰延税金負債 21,431 1,091

退職給付引当金 394,750 425,514

長期未払金 112,442 112,442

固定負債合計 1,542,124 1,057,548

負債合計 4,636,375 4,441,192

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,513,687 1,513,687

資本剰余金 1,317,207 1,317,207

利益剰余金 3,865,556 4,118,797

自己株式 △21,003 △20,769

株主資本合計 6,675,448 6,928,922

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76,742 58,914

評価・換算差額等合計 76,742 58,914

純資産合計 6,752,190 6,987,837

負債純資産合計 11,388,566 11,429,030



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 7,223,314 4,326,272

売上原価 6,095,171 4,120,883

売上総利益 1,128,142 205,389

販売費及び一般管理費   

運搬費 204,044 146,189

給料及び手当 113,352 119,762

賞与引当金繰入額 48,431 35,400

退職給付費用 17,410 1,355

役員退職慰労引当金繰入額 3,596 －

貸倒引当金繰入額 4,367 3,314

減価償却費 13,985 13,333

その他 205,633 201,394

販売費及び一般管理費合計 610,821 520,750

営業利益又は営業損失（△） 517,321 △315,361

営業外収益   

受取利息 907 2,216

受取配当金 8,475 4,508

鉄屑売却収入 4,478 1,012

助成金収入 － 26,265

その他 7,571 8,567

営業外収益合計 21,432 42,569

営業外費用   

支払利息 2,806 7,322

売上割引 1,441 627

株式交付費 4,306 －

その他 641 471

営業外費用合計 9,195 8,422

経常利益又は経常損失（△） 529,558 △281,214

特別利益   

固定資産売却益 86 －

特別利益合計 86 －

特別損失   

固定資産除却損 13,561 109

固定資産売却損 26 －

役員退職慰労金 24,702 －

特別損失合計 38,289 109

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（△）

491,355 △281,323

法人税、住民税及び事業税 238,667 3,308

法人税等調整額 △24,126 △103,945

法人税等合計 214,540 △100,637

四半期純利益又は四半期純損失（△） 276,815 △180,686



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△）

491,355 △281,323

減価償却費 175,342 177,871

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,941 △30,764

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △86,832 －

受取利息及び受取配当金 △9,382 △6,724

支払利息 2,806 7,322

売上債権の増減額（△は増加） △172,177 66,532

たな卸資産の増減額（△は増加） △418,578 702,936

仕入債務の増減額（△は減少） 111,813 △447,753

長期未払金の増減額（△は減少） 114,330 －

その他の負債の増減額（△は減少） △12,048 33,473

その他 3,481 50,055

小計 222,050 271,626

利息及び配当金の受取額 13,735 6,655

利息の支払額 △2,543 △8,566

法人税等の支払額 △160,257 △4,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,985 264,892

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 △380,953 △145,290

有形固定資産の売却による収入 238 375

投資有価証券の取得による支出 △29 △29

無形固定資産の取得による支出 △18,300 △22,995

貸付けによる支出 － △32,000

貸付金の回収による収入 5,444 10,465

投資活動によるキャッシュ・フロー △393,599 △189,475

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） △400,000 －

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △71,381 △141,800

株式の発行による収入 965,868 －

自己株式の取得による支出 △378 △234

配当金の支払額 △84,961 △72,348

財務活動によるキャッシュ・フロー 409,147 585,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,533 661,034

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,951 1,326,872

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,221,485 1,987,906



 該当事項はありません。 

  

 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） 

  みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は省略しております。

  

 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） 

  みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は省略しております。

  

 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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する在外子会社又は連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

 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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する在外子会社又は連結子会社がないため、該当事項はありません。  

  

 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） 

  海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

 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） 

  海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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