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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 3,288 △25.1 49 △90.7 51 △90.2 41 △87.9

21年3月期第2四半期 4,391 ― 535 ― 521 ― 341 ―

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 6.39 ―

21年3月期第2四半期 52.95 ―

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 9,898 4,076 41.2 632.47
21年3月期 11,067 4,076 36.8 632.51

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,076百万円 21年3月期  4,076百万円

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 ― 7.50 7.50
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 2.50 2.50

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 6,744 △22.0 177 △84.6 157 △85.7 140 △77.3 21.72



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．その他をご覧下さい。 

(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 

１．平成21年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想を平成21年11月10日に修正しております。 
２．本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、４ページ【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覧下さい。 

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 6,627,360株 21年3月期  6,627,360株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  182,792株 21年3月期  182,792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 6,444,568株 21年3月期第2四半期 6,445,206株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した経済危機の影響か

ら、一部に景気底打ちの兆しがあるものの、設備投資や個人消費は低迷基調であり、景気は依然として厳しい状況が

続いております。当社グループの主要顧客である鉄構・建設業界におきましても、同様に非常に厳しい状況が続いて

おります。 

 溶融亜鉛めっき業界では、好不況の波が３～６ヶ月遅れでやってまいりますので、前第３四半期以降急速に受注が

減少した上、主原料である亜鉛価格も上昇に転じております。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは「顧客満足度の向上」を掲げる経営方針に基づき、納期・品質ニー

ズへの対応などお客様第一の施策、さらには、生産の効率化とコスト削減ならびに適正販売価格の形成に努めてまい

りました。 

 しかしながら、当第２四半期連結累計期間の売上高は、中華人民共和国へのプラント輸出による海外売上があった

ものの、前年同期のような特需も存在せず、３２億８千８百万円（前年同期比25.1％減）となりました。利益面につ

きましては、受注の減少に伴う生産効率の悪化と亜鉛価格の上昇等により４千９百万円（前年同期比90.7%減）の営

業利益となり、経常利益は５千１百万円（前年同期比90.2%減）、四半期純利益は４千１百万円（前年同期比87.9%

減）となりました。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、９８億９千８百万円（前連結会計年度末比１１億６千９百万円減）とな

りました。 

 流動資産は、４１億６千３百万円（前連結会計年度末比１２億３千３百万円減）となりました。主な要因は、受取

手形及び売掛金の減少５億９千万円、現金及び預金の減少５億２千９百万円によるものであります。固定資産は５７

億３千４百万円（前連結会計年度末比６千３百万円増）となりました。有形固定資産は、取得による増加４億５千７

百万円がありましたが、減価償却費１億９千３百万円等により４９億１千６百万円（前連結会計年度末比１億１千８

百万円増）となりました。無形固定資産は２億４百万円（前連結会計年度末比０百万円増）となりました。投資その

他の資産は、６億１千４百万円（前連結会計年度末比５千４百万円減）となりました。  

 負債は、流動負債が２３億７千１百万円（前連結会計年度末比６億９千３百万円減）となりました。主な要因は未

払法人税等の減少が２億６千万円、支払手形及び買掛金の減少が１億５千９百万円、短期借入金の減少が１億３千９

百万円等によるものであります。固定負債は３４億５千万円（前連結会計年度末比４億７千６百万円減）となりまし

た。主な要因は長期借入金の減少が３億５千７百万円、役員退職慰労引当金の減少が１億３千万円となったことによ

るものであります。 

 純資産は４０億７千６百万円（前連結会計年度末比０百万円減）となりました。 

  

（連結キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億２千９百万円減少し、

１２億９千５百万円となりました。 

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

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 営業活動の結果、増加した資金は１億６千１百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益が３千９百万

円、売上債権の減少が５億９千万円あり、法人税の支払額が２億６千２百万円、仕入債務の減少が１億５千９百万円

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」 

 投資活動の結果、減少した資金は１億４千１百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が２

億９百万円あったこと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」 

 財務活動の結果、減少した資金は５億４千９百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が４億

９千３百万円、配当金の支払による支出が４千７百万円あったことによるものであります。 

  

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



 当第２四半期累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月14日付

「平成21年３月期決算短信」で公表しました平成22年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細は平成21年11

月10日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

 該当事項はありません。  

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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 

 法人税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控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 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場合においては、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。 

 また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または一時差異等の発生状況に著しい変化が認められる場合にお

いては、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影

響を加味したものを利用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



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 1,295,187 1,824,902

受取手形及び売掛金 1,945,412 2,535,694

製品 118,127 91,935

原材料及び貯蔵品 573,718 643,010

繰延税金資産 28,989 29,294

その他 211,049 283,709

貸倒引当金 △9,197 △12,156

流動資産合計 4,163,286 5,396,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,997,305 3,980,469

減価償却累計額 △2,698,246 △2,657,489

建物及び構築物（純額） 1,299,058 1,322,979

機械装置及び運搬具 3,554,709 3,320,652

減価償却累計額 △2,806,750 △2,786,545

機械装置及び運搬具（純額） 747,958 534,107

土地 2,764,308 2,764,308

リース資産 48,424 28,254

減価償却累計額 △9,274 △4,108

リース資産（純額） 39,150 24,145

建設仮勘定 28,679 116,203

その他 251,677 242,756

減価償却累計額 △214,728 △206,487

その他（純額） 36,949 36,269

有形固定資産合計 4,916,105 4,798,011

無形固定資産 204,346 204,325

投資その他の資産   

投資有価証券 245,960 229,872

繰延税金資産 18,581 10,897

その他 373,814 453,233

貸倒引当金 △23,819 △24,831

投資その他の資産合計 614,537 669,172

固定資産合計 5,734,989 5,671,509

資産合計 9,898,276 11,067,900



（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 464,222 623,699

短期借入金 922,248 1,061,738

リース債務 10,164 7,350

未払費用 53,201 39,690

未払法人税等 5,408 266,309

未払消費税等 18,267 45,248

賞与引当金 160,619 128,903

設備関係支払手形 264,534 150,904

その他 473,149 741,261

流動負債合計 2,371,814 3,065,105

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 2,431,523 2,788,579

リース債務 31,547 18,001

繰延税金負債 12,113 7,704

再評価に係る繰延税金負債 282,416 282,416

退職給付引当金 444,739 450,314

役員退職慰労引当金 148,110 279,097

その他 － 438

固定負債合計 3,450,450 3,926,551

負債合計 5,822,265 6,991,657

純資産の部   

株主資本   

資本金 770,958 770,958

資本剰余金 736,261 736,261

利益剰余金 2,182,171 2,189,354

自己株式 △37,669 △37,669

株主資本合計 3,651,721 3,658,904

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,885 10,934

土地再評価差額金 406,403 406,403

評価・換算差額等合計 424,289 417,338

純資産合計 4,076,010 4,076,242

負債純資産合計 9,898,276 11,067,900



（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 4,391,038 3,288,412

売上原価 3,255,063 2,699,358

売上総利益 1,135,975 589,053

販売費及び一般管理費 600,879 539,266

営業利益 535,095 49,786

営業外収益   

受取利息 472 1,023

受取配当金 6,534 8,017

保険解約返戻金 － 23,114

スクラップ売却収入 7,868 －

その他 8,653 4,684

営業外収益合計 23,529 36,840

営業外費用   

支払利息 35,623 34,545

手形売却損 899 403

その他 300 615

営業外費用合計 36,823 35,563

経常利益 521,802 51,063

特別利益   

過年度損益修正益 － 4,565

貸倒引当金戻入額 2,229 3,812

特別利益合計 2,229 8,378

特別損失   

固定資産除売却損 22,941 19,936

特別損失合計 22,941 19,936

税金等調整前四半期純利益 501,090 39,505

法人税、住民税及び事業税 159,720 6,093

法人税等調整額 89 △7,739

法人税等合計 159,810 △1,645

四半期純利益 341,279 41,151



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,000,428 1,732,590

売上原価 1,531,556 1,378,783

売上総利益 468,872 353,806

販売費及び一般管理費 295,111 280,922

営業利益 173,761 72,883

営業外収益   

受取利息 289 539

受取配当金 4,550 5,716

保険解約返戻金 － 23,114

スクラップ売却収入 6,355 －

その他 6,177 1,746

営業外収益合計 17,373 31,117

営業外費用   

支払利息 17,670 16,906

手形売却損 416 195

その他 － 25

営業外費用合計 18,086 17,127

経常利益 173,048 86,873

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,033 830

特別利益合計 1,033 830

特別損失   

固定資産除売却損 19,694 5,363

特別損失合計 19,694 5,363

税金等調整前四半期純利益 154,388 82,340

法人税、住民税及び事業税 101,071 10,487

法人税等調整額 6,344 1,047

法人税等合計 107,415 11,535

四半期純利益 46,972 70,805



（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 501,090 39,505

減価償却費 113,334 197,904

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,375 31,715

貸倒引当金の増減額（△は減少） 943 △3,971

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,206 △5,575

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,215 △130,987

受取利息及び受取配当金 △7,007 △9,040

保険返戻金 － △23,114

支払利息 35,623 34,545

固定資産除売却損益（△は益） 22,941 19,936

売上債権の増減額（△は増加） 155,730 590,282

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,371 43,100

仕入債務の増減額（△は減少） 110,797 △159,477

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,248 △26,981

前受金の増減額（△は減少） － △181,542

その他 △67,546 29,551

小計 796,084 445,850

利息及び配当金の受取額 6,979 9,052

利息の支払額 △34,833 △31,337

法人税等の支払額 △165,880 △262,083

営業活動によるキャッシュ・フロー 602,350 161,481

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 △41,918 △209,921

有形固定資産の売却による収入 4,247 －

有形固定資産の除却による支出 △12,207 △8,635

無形固定資産の取得による支出 － △3,926

投資有価証券の取得による支出 △29,749 △101,415

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

保険積立金の解約による収入 － 105,571

その他 △7,103 △22,992

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,731 △141,318

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） △83,000 △3,000

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △654,785 △493,546

自己株式の取得による支出 △247 －

リース債務の返済による支出 － △5,490

配当金の支払額 △47,917 △47,841

財務活動によるキャッシュ・フロー △285,950 △549,878



（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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 229,668 △529,715

現金及び現金同等物の期首残高 906,800 1,824,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,136,469 1,295,187



 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） 

 当社連結グループは、専ら溶融亜鉛めっき加工及びこれに付帯する事業を営んでいますので、事業の種類別セ

グメント情報は記載しておりません。 

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） 

 当社連結グループは、専ら溶融亜鉛めっき加工及びこれに付帯する事業を営んでいますので、事業の種類別セ

グメント情報は記載しておりません。  

  

 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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店が無いため、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連結子会社及び重要な在外支店が無いため、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） 

 海外売上高が無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）  

      （注）海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 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）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〕

  中国 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円） 302,500 302,500 

 Ⅱ 連結売上高（千円） 3,288,412 3,288,412 

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.2 9.2 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報


	田中亜鉛鍍金㈱（5980）平成22年3月期　第2四半期決算短信: 田中亜鉛鍍金㈱（5980）平成22年3月期　第2四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


