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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 13,307 △25.4 △389 ― △69 ― △184 ―
21年3月期第2四半期 17,838 ― 1,663 ― 1,993 ― 618 ―

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 △3.70 ―
21年3月期第2四半期 12.23 ―

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 62,888 41,595 62.5 787.31
21年3月期 63,700 40,707 59.8 761.90

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  39,327百万円 21年3月期  38,095百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00
22年3月期 

（予想）
― 3.00 6.00

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  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 28,102 △16.9 92 △95.7 514 △80.3 136 △73.0 2.72
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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、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。] 

(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予想には、当社が現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであって実際の業績は、様々な要因によって予想値と異
なる場合があり得ることをご承知おきください。 

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 51,755,478株 21年3月期  51,755,478株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,804,159株 21年3月期  1,755,404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 49,966,533株 21年3月期第2四半期 50,583,834株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月1日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、世界的

な金融危機を背景とした景気低迷が続く中、政府の経済対策等により個人消費の一部に持ち直し感がみ

られたものの、設備投資は依然として低迷しており、雇用情勢も悪化するなど、経済環境は先行き不透

明な状況で推移いたしました。 

鉄鋼二次製品業界においても、自動車分野にやや明るさが見えてきたものの、公共投資の低迷及び建

設業の不振等、経営環境は依然として厳しい状況となりました。  

このような状況の中、当社グループは第二次中期経営計画の２年目として、全社を挙げて計画達成に

向けて積極的な営業活動を展開したものの、需要低迷による販売数量の減少及び価格の低下により、当

第２四半期連結累計期間の売上高は13,307百万円（前年同期比25.4％減）となり、収益面においても、

グループ全体での合理化施策を実施し、コスト削減に努めたものの、販売価格の低下及び大幅減産を実

施したことにより、営業損失は389百万円（前年同期は営業利益1,663百万円）、経常損失は69百万円

（前年同期は経常利益1,993百万円）となり、四半期純損失は投資有価証券評価損などの特別損失を計

上したことにより184百万円（前年同期は四半期純利益618百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は62,888百万円となり、前連結会計年度末に比べ812百万円減

少となりました。流動資産は24,183百万円となり、前連結会計年度末に比べ630百万円減少となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金、棚卸資産などの減少が現金及び預金の増加を上回ったことによ

るものです。固定資産は38,705百万円となり、前連結会計年度末に比べ181百万円減少となりました。

これは主に、有形固定資産などの減少が、投資有価証券などの増加を上回ったことによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は21,293百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,699百万

円減少となりました。流動負債は9,354百万円となり、前連結会計年度末に比べ811百万円減少となりま

した。これは主に、短期借入金、未払法人税等などの減少によるものです。固定負債は11,939百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ888百万円減少となりました。これは主に、長期借入金、その他のうち

の商品スワップなどの減少によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は41,595百万円となり、前連結会計年度末に比べ887百万

円増加となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が時価の上昇により増加したことによる

ものです。この結果、自己資本比率は62.5％となりました。 

  

平成22年３月期の業績につきましては、平成21年11月９日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

  

・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
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該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

棚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。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計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。 

  

③法人税等並びに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、前連結会計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。 

  

④税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益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する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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：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 5,540,333 3,827,958

受取手形及び売掛金 8,739,176 9,753,369

有価証券 495,008 722,323

製品 6,578,754 7,049,742

仕掛品 709,597 690,057

原材料及び貯蔵品 1,864,407 2,495,702

繰延税金資産 111,863 123,365

その他 152,341 162,214

貸倒引当金 △8,127 △10,707

流動資産合計 24,183,354 24,814,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,070,911 6,233,978

機械装置及び運搬具（純額） 3,823,279 4,244,879

土地 8,805,339 8,805,339

その他（純額） 294,056 369,675

有形固定資産合計 18,993,587 19,653,872

無形固定資産   

のれん 526,394 631,673

その他 229,568 118,480

無形固定資産合計 755,963 750,154

投資その他の資産   

投資有価証券 15,780,507 15,282,617

長期貸付金 270,193 248,483

繰延税金資産 798,850 799,093

その他 2,143,059 2,189,336

貸倒引当金 △36,813 △36,863

投資その他の資産合計 18,955,796 18,482,667

固定資産合計 38,705,347 38,886,694

資産合計 62,888,702 63,700,720
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,793,902 4,801,412

短期借入金 1,875,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,337,000 1,526,000

未払金 638,885 702,204

未払法人税等 66,299 417,498

賞与引当金 182,982 217,087

その他 460,096 501,488

流動負債合計 9,354,165 10,165,691

固定負債   

長期借入金 8,400,000 8,974,000

繰延税金負債 1,284,042 1,282,072

退職給付引当金 1,464,882 1,475,492

役員退職慰労引当金 168,828 169,712

その他 621,314 926,183

固定負債合計 11,939,067 12,827,460

負債合計 21,293,232 22,993,152

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,720,068 10,720,068

資本剰余金 10,888,032 10,888,032

利益剰余金 19,182,683 19,517,744

自己株式 △647,936 △633,822

株主資本合計 40,142,848 40,492,023

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △458,073 △1,577,434

繰延ヘッジ損益 △357,404 △819,337

評価・換算差額等合計 △815,478 △2,396,771

少数株主持分 2,268,099 2,612,316

純資産合計 41,595,469 40,707,568

負債純資産合計 62,888,702 63,700,720
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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：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 17,838,278 13,307,224

売上原価 14,038,240 11,816,848

売上総利益 3,800,037 1,490,375

販売費及び一般管理費   

発送運賃 751,411 629,928

荷造費 162,594 122,675

役員報酬 92,928 95,253

給料 408,116 362,904

賞与引当金繰入額 68,592 51,270

退職給付費用 20,545 21,077

役員退職慰労引当金繰入額 14,272 14,853

福利厚生費 100,560 102,086

賃借料 85,099 74,834

のれん償却額 105,278 105,278

雑費 326,774 299,875

販売費及び一般管理費合計 2,136,175 1,880,037

営業利益又は営業損失（△） 1,663,862 △389,662

営業外収益   

受取利息 148,234 100,878

受取配当金 106,874 71,857

有価証券売却益 90,485 185,121

受取賃貸料 17,952 15,331

雑収入 54,951 35,397

営業外収益合計 418,497 408,587

営業外費用   

支払利息 76,440 68,526

支払手数料 5,808 5,808

雑支出 6,119 14,182

営業外費用合計 88,369 88,517

経常利益又は経常損失（△） 1,993,991 △69,592

特別利益   

投資有価証券売却益 4,393 795

固定資産売却益 251 1,265

補助金収入 － 16,365

特別利益合計 4,645 18,427
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（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) 

特別損失   

投資有価証券評価損 860,840 166,929

固定資産除売却損 51,250 22,792

工場休止費用 － 48,317

その他 45,574 44,044

特別損失合計 957,664 282,083

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（△）

1,040,972 △333,249

法人税、住民税及び事業税 272,568 27,081

法人税等調整額 △16,841 11,501

法人税等合計 255,727 38,582

少数株主利益又は少数株主損失（△） 166,658 △186,841

四半期純利益又は四半期純損失（△） 618,586 △184,990
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(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（△）

1,040,972 △333,249

減価償却費 861,874 813,164

のれん償却額 105,278 105,278

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,149 △2,629

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,805 △34,105

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,861 △884

退職給付引当金の増減額（△は減少） △94,950 △10,609

受取利息及び受取配当金 △255,109 △172,735

支払利息 76,440 68,526

有価証券売却損益（△は益） △90,485 △185,121

投資有価証券売却損益（△は益） △2,802 △795

投資有価証券評価損益（△は益） 860,840 166,929

固定資産除売却損益（△は益） 33,438 15,107

売上債権の増減額（△は増加） △84,899 1,014,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,633,951 1,082,742

仕入債務の増減額（△は減少） 1,335,129 △34,222

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,085 △11,457

その他 △309,586 31,444

小計 1,784,899 2,511,577

利息及び配当金の受取額 258,181 173,163

利息の支払額 △76,434 △68,932

法人税等の支払額 △396,135 △374,544

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,570,510 2,241,264

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △101,400 △101,900

定期預金の払戻による収入 601,000 101,400

有価証券の取得による支出 － △199,500

有価証券の売却による収入 306,852 610,275

投資有価証券の取得による支出 △3,502,572 △2,216,944

投資有価証券の売却による収入 1,557,807 2,685,901

有形固定資産の取得による支出 △1,017,239 △249,131

有形固定資産の売却による収入 6,095 6,155

無形固定資産の取得による支出 △10,000 △70,803

貸付けによる支出 △115,000 △42,120

貸付金の回収による収入 710 20,410

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,273,747 543,742
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権付社債の償還による支出 △525,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 △125,000

長期借入金の返済による支出 △700,000 △763,000

自己株式の取得による支出 △52,711 △14,363

自己株式の処分による収入 13,358 178

リース債務の返済による支出 △157 △947

配当金の支払額 △253,169 △150,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,017,679 △1,053,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,720,916 1,731,874

現金及び現金同等物の期首残高 5,918,880 3,725,690

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,197,964 5,457,564

-10-



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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