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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 53,692 △48.0 △3,670 ― △4,281 ― △3,566 ―

21年3月期第3四半期 103,340 ― △1,163 ― △2,077 ― △3,740 ―

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3四半期 △21.14 ―

21年3月期第3四半期 △22.27 ―

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3四半期 90,708 23,568 26.0 136.15
21年3月期 90,255 25,539 28.3 154.67

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  23,568百万円 21年3月期  25,539百万円

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  有  
 

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ― 1.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 1.00

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 72,000 △40.1 △3,900 ― △4,600 ― △4,500 ― △26.51
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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、５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 

業績予想は、現時点での将来に関する前提、見通し等に基づく予測が含まれており、今後発生する様々な要因によって異なる結果になる可能性がありま
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3四半期 177,215,809株 21年3月期  177,215,809株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,105,146株 21年3月期  12,099,700株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 168,668,476株 21年3月期第3四半期 167,975,134株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結経営成績の概要は以下の通りです。 

  

（１）売上高 

 ステンレスの内需は、流通在庫調整の進展に伴い、底打ち感が見られるようになりました。政府 

 の減税対策等により自動車用・電機電子機器用の需要は堅調を維持し、当社が「販売体制の再構 

 築」として拡販を進めるコアシリーズ商品の精密圧延品の販売は、順調に回復しております。し 

 かしながら、建設用・設備投資関連用の需要低迷が依然続くなど、全体として実需に力強さを感 

 じるまでには回復しておりません。 

  又、原料価格の反転が国内販売価格を底上げする材料となりましたが、原料価格の上昇に見合う 

 までの販売価格の回復には至らず、国内販売数量は前年第３四半期連結累計期間比18％程度減少 

 し、売上高は同51％減少の317億円となりました。 

 一方、輸出につきましては、当第２四半期(７－９月)では中国向けを中心とした需要増に支えら 

 れ好調に推移しましたが、当第３四半期(10－12月)では中国において在庫調整の局面となり、 

 需要は足踏み状態となりました。又、円相場が一時１米ドル８５円を割り込む円高の影響を受け 

 輸出向け採算が悪化したため受注減を余儀なくされ、輸出販売数量は前年第３四半期連結累計期 

 間比10％程度減少し、売上高は同42％減少の219億円となりました。  

  

（２）営業損失（△）・経常損失（△） 

 当第１四半期(４－６月)は、実体経済の停滞によるステンレス実需の低迷に伴い、販売数量が急 

 減し、設備稼働率は60％程度に留まりました。又、ニッケルを始めとする原料価格の下落を上回 

 る販売価格の落込みにより、当第１四半期(４－６月)は大幅な損失となりました。当第２四半期 

 (７－９月)以降、国内における在庫調整の進展、海外における中国を中心とした需要増により、 

 設備稼働率は70％強にまで回復しました。又、2008年度下半期に掲げた緊急収益改善策を強力に 

 推進し、第３四半期累計期間(４－12月)では前年同期間比32億円のコスト削減を実現するととも 

 に、原料価格の反転により販売価格は国内・輸出とも徐々に回復しました。しかしながら、需要 

 の低迷を背景に、十分なマージン(製品販売価格と原料コストの差)の確保には至らず、赤字幅は 

 確実に縮小してきたものの、当第３四半期連結累計期間の営業損失は前年同期間比25億円の減益 

 となる36億円、経常損失は同22億円減益の42億円となりました。  

  

（３）四半期純損失（△） 

当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は前年同期間比18億円増益の40億円、四 

 半期純損失は同１億円増益の35億円となりました。 

  

  

（１）資産 

総資産は、前連結会計年度末に比べて４億円増加し、907億円となりました。 

 増減の内訳については以下の通りです。 

①流動資産 

 「現金及び預金」は27億円減少しましたが、販売数量・販売価格の回復により「受取手形及び売掛 

 金」が18億円、「商品及び製品」等の棚卸資産が31億円増加した結果、流動資産は前連結会計年度 

 末に比べて19億円増加の386億円となりました。  

②固定資産 

「有形固定資産」については、設備投資を11億円実施し、減価償却費を36億円計上した結果、前 

 連結会計年度末に比べて25億円減少し、429億円となりました。「投資その他の資産」について  

 は、株価上昇に伴う投資有価証券の評価差額金等により、同10億円増加し、89億円となりました。 

 この結果、固定資産は前連結会計年度末に比べて15億円減少し、520億円となりました。 

  

・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
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（２）負債 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて24億円増加し、671億円となりました。 

 増減の内訳については以下の通りです。 

①流動負債 

 棚卸資産等の増加により「支払手形及び買掛金」が26億円増加、「短期借入金」が37億円減少、１ 

 年内償還予定の社債が47億円増加した結果、流動負債は前連結会計年度末に比べて30億円増加し、 

 414億円となりました。 

②固定負債 

 「社債」はワンイヤー振替により54億円減少、「長期借入金」は85億円の新規調達を行いました 

 が、ワンイヤー振替により46億円の増加となり、この結果、固定負債は前連結会計年度末６億円減 

 少し、256億円となりました。 

  

（３）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて19億円減少し、235億円となりました。この結果、自己 

 資本比率は、同2.3ポイントダウンの26.0%となりました。     

 純資産の増減の内訳については以下の通りです。                         

①株主資本 

 「利益剰余金」が前連結会計年度末に比べて45億円減少していますが、当第３四半期連結累計期 

 間の純損失35億円、前連結会計年度末および当中間期における配当金支払い５億円および自己株 

 式処分による差損４億円によるものです。 

 また、「自己株式」は昨年９月に実施しました「第三者割当による自己株式の処分」等により20 

 億円減少(株主資本は増加)し、この結果、株主資本合計は前連結会計年度末に比べて24億円減少 

 し、238億円となりました。 

②評価・換算差額等 

 「その他有価証券評価差額金」が前連結会計年度末に比べて６億円増加したこと等により、評価  

 ・換算差額等は同４億円増の△３億円となりました。 

  

（４）連結キャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況の概要は以下の通りです。 

①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損失(△40億円)、減価償却費(36億円)による営業活動資金源泉のマイナス 

 (△３億円)に、売上債権の増加(△17億円)、棚卸資産の増加(△31億円)および仕入債務の増加 

 (26億円)等の結果、22億円の支出となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得(△17億円)による支出、投資有価証券の取得(△７億円)および売却(９億円) 

 等により、17億円の支出となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入(85億円)および第三者割当による自己株式の処分(16億円)を行うとともに、短期借入金 

 を48億円返済し、借入金の長短バランスを調整しました。 

 この他、長期借入金の約定返済(△27億円)、社債の償還(△６億円)および期末配当金支払(△５億 

 円)により、13億円の収入となりました。 

 

 以上の結果、「現金及び預金」残高は、前連結会計年度末に比べ27億円減の64億円、有利子負債 

残高は、同２億円増加の484億円となりました。  
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当社グループでは、平成22年３月期通期業績予想を平成21年８月21日に発表しております。この時 

 点におきましては、下半期以降の経営環境の前提を以下とし業績の回復を図ることとしておりま 

 した。 

  

 ①ステンレス需要は緩やかながらも回復傾向にあり、直近受注ベースでは設備稼働率が80％にま 

  で回復していること。 

 ②販売価格は、第１四半期を底に第２四半期以降の回復が顕著となり、原料価格に見合った販売 

  価格への是正が急速に進展すること。 

  

 しかしながら、前述(３頁)の通り、内需では依然実需に力強さがないこと、一方、輸出につきま 

 しても中国での在庫調整による需要の減少に円高基調が追い打ちをかけ、下半期の設備稼働率は 

 70％強に留まる見込みとなりました。 

 又、このような状況下、原料価格に見合った販売価格への是正も急速な回復には至らず、通期で 

 の損失は避けられないと判断し、本日付(平成22年１月29日)にて「通期業績予想の修正に関する 

 お知らせ」および「配当予想の修正に関するお知らせ」により別途開示しております。 

  

 今後につきましては、現下の経営環境を前提としますが、経営環境の急激な変化にも迅速に対応 

 してまいります。 

  

 ①大幅に縮小したマージン(製品販売価格と原料コストの差)の拡大を図るべく、自助努力による 

  精密圧延品・Ｄシリーズ鋼・特殊材など利益率の高い商品群(コアシリーズ商品)の拡販実現に 

  向けた「販売体制の再構築」を推進。 

   [実現に向けた施策]  

    (1)海外拠点(バンコク・シンガポール)の強化 

    (2)精密圧延品設備能力の増強 

    (3)Ｄシリーズ鋼の特徴(低コスト、高強度等)を活かした用途への拡販 

    (4)特殊材の成長分野(環境分野等)への参入および海外展開  等 

 ②緊急収益改善策(コスト削減)の継続 

  当連結会計年度に実現見込みの40億円に今後実現可能な11億円／年を織込む。 

   

 によりグループ一丸となり早期黒字化を実現する所存であります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

 ①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、前連結会計年度において使用した将来の業績予  

 測等に前連結会計年度末以降における変化の影響を加味する方法によっております。 

  

 ②棚卸資産の評価方法 

 当第３四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 

 末の実地棚卸を基礎として合理的な方法により算出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
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,480 9,192

受取手形及び売掛金 8,689 6,884

商品及び製品 4,439 3,040

仕掛品 6,862 5,498

原材料及び貯蔵品 9,680 9,309

未収還付法人税等 － 1,038

その他 2,515 1,724

貸倒引当金 △16 △13

流動資産合計 38,653 36,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,325 14,758

機械装置及び運搬具（純額） 21,752 23,650

土地 5,954 5,954

その他（純額） 959 1,159

有形固定資産合計 42,991 45,523

無形固定資産 144 162

投資その他の資産   

投資有価証券 7,212 6,501

その他 1,742 1,428

貸倒引当金 △35 △36

投資その他の資産合計 8,919 7,894

固定資産合計 52,055 53,579

資産合計 90,708 90,255
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 12,410 9,725

短期借入金 20,226 24,012

賞与引当金 322 622

1年内償還予定の社債 6,235 1,447

その他 2,253 2,583

流動負債合計 41,448 38,391

固定負債   

社債 8,275 13,692

長期借入金 13,669 9,053

退職給付引当金 3,645 3,524

その他 102 54

固定負債合計 25,691 26,324

負債合計 67,140 64,716

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,982 12,982

資本剰余金 7,256 7,256

利益剰余金 4,692 9,193

自己株式 △1,051 △3,106

株主資本合計 23,880 26,326

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71 △577

繰延ヘッジ損益 △5 △4

為替換算調整勘定 △378 △205

評価・換算差額等合計 △311 △787

純資産合計 23,568 25,539

負債純資産合計 90,708 90,255
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 103,340 53,692

売上原価 98,704 52,812

売上総利益 4,635 880

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,693 1,272

給料手当及び賞与 1,213 796

賞与引当金繰入額 170 253

退職給付引当金繰入額 203 263

その他 2,517 1,964

販売費及び一般管理費合計 5,798 4,550

営業損失（△） △1,163 △3,670

営業外収益   

受取利息 3 －

受取配当金 200 143

持分法による投資利益 41 90

助成金収入 － 141

その他 168 156

営業外収益合計 413 531

営業外費用   

支払利息 805 719

為替差損 295 298

その他 227 125

営業外費用合計 1,328 1,142

経常損失（△） △2,077 △4,281

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 － 474

特別利益合計 － 474

特別損失   

固定資産除却損 91 40

たな卸資産評価損 2,761 －

投資有価証券評価損 970 －

事務所移転費用 － 190

特別損失合計 3,823 231

税金等調整前四半期純損失（△） △5,900 △4,038

法人税、住民税及び事業税 124 32

法人税等調整額 △2,284 △504

法人税等合計 △2,159 △471

四半期純損失（△） △3,740 △3,566
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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損失（△） △5,900 △4,038

減価償却費 3,545 3,649

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △535 △305

賞与引当金の増減額（△は減少） △427 △300

受取利息及び受取配当金 △204 △143

支払利息 805 719

有形固定資産除却損 91 40

たな卸資産評価損 2,761 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △474

投資有価証券評価損益（△は益） 970 －

移転費用 － 190

持分法による投資損益（△は益） △41 △90

売上債権の増減額（△は増加） 8,829 △1,798

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,201 △3,133

仕入債務の増減額（△は減少） △7,280 2,667

未払消費税等の増減額（△は減少） － △106

その他 2,606 202

小計 11,410 △2,919

利息及び配当金の受取額 228 258

利息の支払額 △752 △590

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,045 1,049

環境対策集中実施費用支払額 △545 －

移転費用の支払額 － △91

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,294 △2,293

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 △4,880 △1,720

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △2,059 △242

投資有価証券の取得による支出 △9 △717

投資有価証券の売却による収入 10 980

その他 △21 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,961 △1,724
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） 4,552 △4,874

長期借入れによる収入 － 8,500

長期借入金の返済による支出 △2,647 △2,795

社債の発行による収入 2,953 －

社債の償還による支出 △1,730 △630

自己株式の処分による収入 － 1,624

自己株式の取得による支出 △108 △0

配当金の支払額 △1,343 △503

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,677 1,319

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 989 △2,711

現金及び現金同等物の期首残高 3,602 9,192

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,592 6,480
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該当事項はありません。 

  

 
※ 平成21年９月３日に発表致しました第三者割当による自己株式処分であります。 

(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

（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 12,982 7,256 9,193 △ 3,106 26,326

当第３四半期連結累計期間末までの

変動額

 剰余金の配当 △503 △ 503

 四半期純損失 △3,566 △ 3,566

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分※ △ 432 2,056 1,624

当第３四半期連結累計期間末までの
△4,501 2,055 △ 2,446

変動額合計

当第３四半期連結累計期間末残高 12,982 7,256 4,692 △1,051 23,880
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