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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 48,528 △31.8 221 △88.4 136 △92.7 78 △92.9
21年3月期第2四半期 71,156 ― 1,912 ― 1,860 ― 1,103 ―

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 3.65 ―
21年3月期第2四半期 51.12 ―

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 42,831 12,028 28.1 557.32
21年3月期 46,480 12,028 25.9 557.22

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,028百万円 21年3月期  12,028百万円

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  
平成２２年３月期の予想配当額は未定であります。（※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項覧参照） 

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 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ― ―
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 100,870 △19.5 634 △67.3 519 △71.0 285 △70.6 13.20
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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  
詳細は、３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 
１．上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、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。 
  なお、業績予想に関する事項につきましては、３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ください。 
２．平成２２年３月期の予想配当額につきましては、今後の業績動向を見極めつつ検討することとしており、現時点では未定であります。今後開示が可能 
  となった時点で速やかにお知らせいたします。 

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 22,207,000株 21年3月期  22,207,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  624,003株 21年3月期  621,123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 21,583,962株 21年3月期第2四半期 21,588,916株
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    当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策や新興国への輸出回復により一部の製造業

には改善の兆しが見られましたが、全体としては企業収益の悪化、民間設備投資の抑制、加えて完全失業率が高止

まりするなか個人消費の低迷など、極めて厳しい状況で推移いたしました。 

    鉄鋼業界におきましては、 粗鋼生産量は年度初めから前年同月割れが続いておりましたが、自動車用鋼材の需要

が次第に回復基調となり、また中国向け輸出が上向き始めたことからマイナス幅は縮小してまいりました。しかし、

前年同期間と比較すると建設用鋼材を筆頭に鋼材需要は大幅に落ち込み、当年度の国内粗鋼生産量は、29.6％減の

4,333万トンと大きく落ち込みました。 

    こうした厳しい外部環境下、当社グループでは、従来から当社グループの強みである提案型営業、お得意様へのき

め細かな対応を全社的に積極的に推進する一方、営業情報を全社で共有化して不良債権発生の未然防止に努めてまい

りました。 

    また、管理面におきましては、全社員にコスト意識を徹底させるため、経費節減プロジェクトチームを全店で組織

し、徹底した経費削減、在庫管理をはかってまいりました。一方、コンプライアンスの充実にも傾注し、内部統制の

更なる強化に取り組んでまいりました。 

    しかしながら、鋼材需要の落ち込みが大きく影響し、当第２四半期連結累計期間の売上高は、485億28百万円と前

年同期間と比較して31.8％の減収となり、経常利益は92.7％減の1億36百万円、四半期純利益は92.9％の減の78百万

円となりました。 

  

 当第２四半期末の総資産は前連結会計年度と比較して、36億48百万円減少し、428億31百万円となりました。その

主な要因は、受取手形及び売掛金の増加35億23百万円がありましたが、現金及び預金の減少23億91百万円、商品の減

少47億28百万円、その他流動資産の減少３億30百万円が発生したことによるものであります。 

 負債は36億49百万円減少し、308億３百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加13億89百

万円がある一方、短期借入金の減少54億円があったことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と同水準の120億28百万円となりました。その主な要因は、その他有価証券評価差額

金の増加１億38百万円、利益剰余金の減少１億37百万円であります。その結果、自己資本比率は28.1％となり、前連

結会計年度末と比較して2.2％上昇しました。   

  

 今後の見通しにつきましては、国内景気は 悪期は脱したものの、輸出の回復と政府の景気刺激策による影響が大

きく、政府の景気対策及び為替相場の動向により全く予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 鉄鋼業界におきましても、中国の急激な増産による過剰供給により、ここのところアジア鋼材市況は下落に転じて

おり、依然国内製造業の稼働率も低水準で推移しているため、極めて厳しい状況が続くものと予測されます。 

 このような状況下ではありますが、当社グループの主要販売先である自動車業界の生産が当初の予想を上回って回

復していることから、平成21年10月28日に通期連結業績予想を売上高1,008億70百万円、営業利益６億34百万円、経

常利益５億19百万円、当期純利益２億85百万円にそれぞれ修正しております。  

  

  

 該当事項はありません。   

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却及び除却の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。   

  

 該当事項はありません。    

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

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 5,005,244 7,396,908

受取手形及び売掛金 23,607,416 20,083,481

商品 6,588,166 11,316,997

その他 394,310 745,183

貸倒引当金 △114,187 △142,616

流動資産合計 35,480,950 39,399,955

固定資産   

有形固定資産 4,506,633 4,543,149

無形固定資産 167,898 60,970

投資その他の資産   

投資有価証券 2,253,799 2,042,147

その他 509,084 506,058

貸倒引当金 △114,148 △101,713

投資その他の資産合計 2,648,735 2,446,492

固定資産合計 7,323,267 7,050,612

繰延資産 27,642 30,006

資産合計 42,831,860 46,480,574
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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 14,768,380 13,379,166

短期借入金 9,100,000 14,500,000

未払法人税等 73,032 202,974

賞与引当金 159,863 172,215

その他 517,076 218,301

流動負債合計 24,618,353 28,472,658

固定負債   

社債 3,500,000 3,500,000

長期借入金 1,000,000 1,000,000

その他 1,684,879 1,479,856

固定負債合計 6,184,879 5,979,856

負債合計 30,803,232 34,452,515

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,310,000 2,310,000

資本剰余金 1,802,600 1,802,600

利益剰余金 7,369,681 7,506,955

自己株式 △185,792 △185,350

株主資本合計 11,296,489 11,434,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 510,374 372,091

土地再評価差額金 221,763 221,763

評価・換算差額等合計 732,138 593,854

純資産合計 12,028,627 12,028,059

負債純資産合計 42,831,860 46,480,574
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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 71,156,351 48,528,658

売上原価 67,109,791 46,493,503

売上総利益 4,046,560 2,035,154

販売費及び一般管理費 2,134,302 1,813,473

営業利益 1,912,257 221,680

営業外収益   

受取利息 1,662 1,783

受取配当金 37,353 17,750

仕入割引 35,184 20,398

持分法による投資利益 5,115 －

受取賃貸料 26,079 27,900

雑収入 8,830 16,124

営業外収益合計 114,225 83,958

営業外費用   

支払利息 91,719 90,654

売上割引 33,319 23,960

持分法による投資損失 － 22,958

賃貸費用 13,102 15,866

雑損失 28,130 15,803

営業外費用合計 166,272 169,243

経常利益 1,860,211 136,395

特別利益   

固定資産売却益 743 121

貸倒引当金戻入額 10,963 11,950

特別利益合計 11,707 12,071

特別損失   

固定資産売却損 － 100

固定資産除却損 312 414

ゴルフ会員権評価損 － 5,773

減損損失 2,958 －

退職給付費用 － 240

特別損失合計 3,271 6,529

税金等調整前四半期純利益 1,868,646 141,938

法人税、住民税及び事業税 777,992 57,504

法人税等調整額 △13,051 5,654

法人税等合計 764,941 63,158

四半期純利益 1,103,705 78,779
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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 1,868,646 141,938

減価償却費 80,353 74,469

減損損失 2,958 －

社債発行費償却 736 2,364

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,955 △15,993

前払年金費用の増減額（△は増加） △11,089 6,746

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,065 △12,352

受取利息及び受取配当金 △39,015 △19,534

支払利息 91,719 90,654

持分法による投資損益（△は益） △5,115 22,958

固定資産売却損益（△は益） △743 △20

固定資産除却損 312 414

ゴルフ会員権評価損 － 5,773

売上債権の増減額（△は増加） △451,853 △3,194,596

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,362,999 4,728,831

仕入債務の増減額（△は減少） 1,892,716 1,324,633

その他 30,445 289,394

小計 1,080,051 3,445,680

利息及び配当金の受取額 40,095 20,074

利息の支払額 △85,163 △73,560

法人税等の支払額 △558,801 △175,816

営業活動によるキャッシュ・フロー 476,182 3,216,377

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 △19,152 △31,492

有形固定資産の売却による収入 2,723 1,229

無形固定資産の取得による支出 △12,915 －

投資有価証券の取得による支出 △3,575 △3,310

貸付けによる支出 △1,000 △1,500

貸付金の回収による収入 2,674 2,597

その他 1,857 2,269

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,388 △30,206

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） △1,100,000 △5,400,000

長期借入れによる収入 1,000,000 －

社債の発行による収入 1,466,893 －

社債の償還による支出 △1,500,000 －

リース債務の返済による支出 － △4,114

自己株式の純増減額（△は増加） △597 △441

配当金の支払額 △258,872 △216,278

財務活動によるキャッシュ・フロー △392,576 △5,620,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,218 △2,434,663

現金及び現金同等物の期首残高 912,627 7,396,908

現金及び現金同等物の四半期末残高 966,845 4,962,244
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 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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