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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 1,010 △18.1 △47 ― △27 ― △33 ―

21年3月期第2四半期 1,234 5.7 △73 ― △70 ― △279 ―

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 △6.44 ―

21年3月期第2四半期 △53.16 ―

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 1,975 1,050 53.2 199.69
21年3月期 1,998 1,085 54.3 206.23

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,050百万円 21年3月期  1,085百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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  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 1,900 △4.5 △90 ― △75 ― △85 ― △16.16
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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  無  
〔（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 5,280,000株 21年3月期  5,280,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  19,362株 21年3月期  18,762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 5,260,821株 21年3月期第2四半期 5,264,231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． 上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見直しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、 業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。  
２． 業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  
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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 186,735 251,829

受取手形及び売掛金 446,696 394,289

商品及び製品 21,195 42,494

仕掛品 87,437 78,367

原材料及び貯蔵品 53,702 33,646

その他 10,571 7,449

貸倒引当金 △2,001 △1,104

流動資産合計 804,337 806,973

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 358,404 370,907

機械及び装置（純額） 24,084 28,436

土地 622,955 622,955

その他（純額） 18,008 24,489

有形固定資産合計 1,023,453 1,046,788

投資その他の資産   

投資有価証券 34,722 35,524

破産更生債権等 7,089 7,089

その他 112,818 109,324

貸倒引当金 △7,089 △7,089

投資その他の資産合計 147,540 144,848

固定資産合計 1,170,994 1,191,637

資産合計 1,975,332 1,998,610

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 293,265 233,522

短期借入金 236,800 256,000

1年内返済予定の長期借入金 13,316 20,004

未払法人税等 5,906 4,326

賞与引当金 16,764 33,418

その他 101,000 79,623

流動負債合計 667,052 626,894

固定負債   

長期借入金 － 3,314

退職給付引当金 132,340 159,001

役員退職慰労引当金 111,149 107,271

その他 14,286 17,106

固定負債合計 257,776 286,693

負債合計 924,828 913,588

日本科学冶金㈱（5995）　平成22年３月期第２四半期決算短信

－5－



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,000 919,000

資本剰余金 1,170,534 1,170,534

利益剰余金 △1,031,294 △997,411

自己株式 △14,252 △14,142

株主資本合計 1,043,986 1,077,980

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,558 7,041

繰延ヘッジ損益 △42 －

評価・換算差額等合計 6,516 7,041

純資産合計 1,050,503 1,085,021

負債純資産合計 1,975,332 1,998,610
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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 
(平成20年４月１日から 
 平成20年９月30日まで) 

当第２四半期累計期間 
(平成21年４月１日から 
 平成21年９月30日まで) 

売上高 1,234,238 1,010,905

売上原価 1,106,910 901,922

売上総利益 127,327 108,982

販売費及び一般管理費 200,440 156,537

営業損失（△） △73,112 △47,555

営業外収益   

受取利息 333 66

受取配当金 312 212

作業屑売却益 2,557 514

助成金収入 － 18,265

その他 3,405 4,801

営業外収益合計 6,608 23,861

営業外費用   

支払利息 4,320 2,944

手形売却損 － 861

その他 31 93

営業外費用合計 4,352 3,899

経常損失（△） △70,856 △27,592

特別利益   

固定資産売却益 347 －

賞与引当金戻入額 － 16,718

特別利益合計 347 16,718

特別損失   

固定資産処分損 14 3

保険解約損 1,389 －

減損損失 205,520 20,599

特別損失合計 206,924 20,602

税引前四半期純損失（△） △277,432 △31,477

法人税、住民税及び事業税 2,406 2,406

法人税等合計 2,406 2,406

四半期純損失（△） △279,838 △33,883

日本科学冶金㈱（5995）　平成22年３月期第２四半期決算短信

－7－



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(平成20年７月１日から 
 平成20年９月30日まで) 

当第２四半期会計期間 
(平成21年７月１日から 
 平成21年９月30日まで) 

売上高 646,854 576,656

売上原価 589,548 517,361

売上総利益 57,306 59,294

販売費及び一般管理費 102,083 82,299

営業損失（△） △44,776 △23,005

営業外収益   

受取利息 256 39

作業屑売却益 1,703 423

助成金収入 － 3,068

その他 1,208 805

営業外収益合計 3,168 4,338

営業外費用   

支払利息 2,079 1,471

手形売却損 － 837

その他 8 26

営業外費用合計 2,088 2,335

経常損失（△） △43,696 △21,003

特別利益   

固定資産売却益 347 －

特別利益合計 347 －

特別損失   

固定資産処分損 11 3

減損損失 205,520 7,737

特別損失合計 205,531 7,741

税引前四半期純損失（△） △248,880 △28,744

法人税、住民税及び事業税 1,203 1,203

法人税等合計 1,203 1,203

四半期純損失（△） △250,083 △29,947

日本科学冶金㈱（5995）　平成22年３月期第２四半期決算短信

－8－



(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 
(平成20年４月１日から 
 平成20年９月30日まで) 

当第２四半期累計期間 
(平成21年４月１日から 
 平成21年９月30日まで) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △277,432 △31,477

減価償却費 22,024 24,248

減損損失 205,520 20,599

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 897

賞与引当金の増減額（△は減少） △874 △16,654

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,492 △26,661

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,275 3,877

固定資産処分損益（△は益） 14 3

固定資産売却損益（△は益） △347 －

保険解約損益（△は益） 1,389 －

受取利息及び受取配当金 △645 △278

支払利息 4,320 2,944

売上債権の増減額（△は増加） 37,989 △52,406

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,689 △7,827

仕入債務の増減額（△は減少） △38,124 59,743

その他 △83 6,407

小計 △42,344 △16,583

利息及び配当金の受取額 754 281

利息の支払額 △4,085 △2,972

法人税等の支払額 △4,812 △4,812

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,486 △24,085

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 44,000 －

有形固定資産の取得による支出 △51,852 △7,793

有形固定資産の売却による収入 350 －

保険積立金の積立による支出 △3,504 △3,902

保険積立金の払戻による収入 32,324 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,317 △11,695

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） △102,200 △19,200

長期借入金の返済による支出 △43,202 △10,002

自己株式の取得による支出 △867 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,269 △29,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △175,438 △65,093

現金及び現金同等物の期首残高 476,892 251,829

現金及び現金同等物の四半期末残高 301,453 186,735
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