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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 7,024 △31.7 △269 ― △233 ― △155 ―
21年3月期第3四半期 10,290 ― 605 ― 629 ― 328 ―

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 △25.74 ―
21年3月期第3四半期 61.38 ―

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 12,264 6,781 55.3 1,121.83
21年3月期 11,429 6,987 61.1 1,155.74

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,781百万円 21年3月期  6,987百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
7.00 7.00

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  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 10,270 △15.1 △80 ― △40 ― △40 ― △6.62



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  無  

(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 
 本資料に記載された予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。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。 

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3四半期 6,091,000株 21年3月期  6,091,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  46,274株 21年3月期  44,814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 6,045,502株 21年3月期第3四半期 5,346,099株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国などアジア向け需要の拡大により輸出が増加し、また、経

済対策の効果も加わり、在庫調整の進展から生産も増加するなど緩やかに回復してまいりましたが、雇用や設備の過

剰感は解消されず、また、期後半の急激な円高進行等もあり、依然、先行き不透明な状況が続いております。  

 みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線業界におきましても、主要需要家である自動車業界は政府による減税措置や助成金

により、生産・販売台数の回復が見られましたが、ピーク時の水準との乖離は依然と大きく、また、建設機械・産業

機械業界は引き続き民間設備投資の低迷が続いており、厳しい状況が続きました。 

 一方、材料価格につきましては、鉄鉱石などの原料調達コストの低下により、期初において鋼材価格の値下げが実

施されました。  

 このような経営環境下、当社グループは全社を挙げて収益の確保と生産性の向上及びコスト削減に取り組みまし

た。  

 まず、販売面では、需給バランスの崩れにより市況価格が軟調に推移し、販売価格の値下げを余儀なくされました

が、既存需要家への拡販活動に加え、新規取引先の開拓により収益の確保に取り組みました。 

 生産面では、ＪＫ活動を基盤とした歩留の向上及び機械毎の目標管理指標の達成に努めるとともに、昨年７月末に

みがき棒鋼事業の合理化のため室蘭工場を閉鎖するなど、生産性の向上に取り組むことによりコスト削減に努めまし

た。 

 しかしながら、当社グループを取り巻く需要環境は厳しく、販売数量は50,235トン（前年同四半期比29.2%減）と

なり、売上高は7,024百万円（前年同四半期比31.7%減）と減収となりました。 

 損益につきましても、販売数量の減少に加え、生産減によるコストの上昇や前連結会計年度末の簿価の高い在庫の

払出しなどにより売上原価が上昇し、営業損失269百万円（前年同四半期は営業利益605百万円）、経常損失233百万

円（前年同四半期は経常利益629百万円）、四半期純損失155百万円（前年同四半期は四半期純利益328百万円）とな

りました。 

 なお、四半期単位（３ヶ月）では、４四半期ぶりの黒字を確保いたしました。  

  

 事業部門ごとの業績は次のとおりであります。 

 まず、みがき棒鋼部門におきましては、建設機械・産業機械業界の需要が引き続き低迷した結果、販売数量は

30,590トン（前年同四半期比35.3%減）となり、売上高は4,501百万円（前年同四半期比36.5%減）となりました。 

 また、冷間圧造用鋼線部門におきましては、自動車業界の活動水準はやや持ち直したものの、需要の完全回復には

至らず、販売数量は19,645トン（前年同四半期比16.8%減）となり、売上高は2,523百万円（前年同四半期比21.3%

減）となりました。 

   

 なお、㈱サンユウ九州の再開時期につきましては、昨年12月３日付「㈱サンユウ九州の稼働時期に関するお知ら

せ」で公表いたしましたとおり、本事業の一定の見通しを得たことから平成22年年末の稼働を見込んでおります。 

  

 当第３四半期連結累計期間に実施した設備投資の総額は263百万円で、その主なものは、枚方営業所製品倉庫の建

築費用及び付帯設備（166百万円）及び八尾工場の熱処理炉改造（23百万円）であります。これらの資金は全て自己

資金にて賄いました。  

  

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



 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は12,264百万円となり、前連結会計年度末に比べ835百万円増加

いたしました。これは主に、たな卸資産は509百万円減少いたしましたが、現金及び預金が815百万円、受取手形及び

売掛金が304百万円増加したためであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は5,483百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,042百万円増加

いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が532百万円増加したことや、長期借入金が421百万円増加したため

であります。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は6,781百万円となり、前連結会計年度末に比べ206百万円減少

いたしました。これは主に、利益剰余金が228百万円減少したためであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,142百万

円となり、前連結会計年度末に比べ815百万円増加いたしました。 

 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」 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は652百万円となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純損失231百万円を計上したことや、売上債権の増加による資金の減少がありましたが、たな卸資産の

減少や仕入債務の増加による資金の増加があったためであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は328百万円となりました。これは主に、有形固

定資産の取得によるものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果調達した資金は492百万円となりました。これは主に、長期借

入金を800百万円借入れしたためであります。  

  

通期の業績予想につきましては、現時点においては平成21年10月19日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」と特に変更はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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



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 2,142,852 1,326,872

受取手形及び売掛金 3,166,368 2,862,191

商品及び製品 1,080,511 1,519,384

原材料及び貯蔵品 1,056,363 1,127,167

繰延税金資産 152,399 59,213

その他 308,027 209,348

貸倒引当金 △16,502 △10,092

流動資産合計 7,890,019 7,094,086

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 891,140 935,003

機械装置及び運搬具（純額） 1,250,355 1,392,548

土地 1,202,803 1,202,065

その他（純額） 370,751 182,106

有形固定資産合計 3,715,052 3,711,723

無形固定資産 64,418 74,196

投資その他の資産   

投資有価証券 469,086 434,643

長期貸付金 101,617 87,212

その他 45,445 47,411

貸倒引当金 △21,267 △20,242

投資その他の資産合計 594,880 549,024

固定資産合計 4,374,351 4,334,943

資産合計 12,264,371 11,429,030

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,307,522 2,775,005

1年内返済予定の長期借入金 351,600 208,300

未払法人税等 600 8,910

賞与引当金 38,500 99,200

設備関係支払手形 22,050 99,721

その他 301,097 192,507

流動負債合計 4,021,370 3,383,644



（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 940,200 518,500

繰延税金負債 29,497 1,091

退職給付引当金 379,736 425,514

長期未払金 112,442 112,442

固定負債合計 1,461,875 1,057,548

負債合計 5,483,246 4,441,192

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,513,687 1,513,687

資本剰余金 1,317,207 1,317,207

利益剰余金 3,890,612 4,118,797

自己株式 △21,299 △20,769

株主資本合計 6,700,208 6,928,922

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,916 58,914

評価・換算差額等合計 80,916 58,914

純資産合計 6,781,125 6,987,837

負債純資産合計 12,264,371 11,429,030



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 10,290,441 7,024,308

売上原価 8,788,151 6,503,315

売上総利益 1,502,290 520,992

販売費及び一般管理費   

運搬費 290,502 227,681

給料及び手当 167,949 182,373

賞与引当金繰入額 16,900 14,100

退職給付費用 35,277 3,720

役員退職慰労引当金繰入額 3,596 －

貸倒引当金繰入額 5,848 6,734

減価償却費 21,260 20,516

その他 355,516 334,872

販売費及び一般管理費合計 896,849 789,998

営業利益又は営業損失（△） 605,440 △269,006

営業外収益   

受取利息 1,416 3,507

受取配当金 14,791 6,264

鉄屑売却収入 4,937 1,535

助成金収入 － 26,226

その他 14,092 11,310

営業外収益合計 35,237 48,844

営業外費用   

支払利息 3,384 11,652

売上割引 2,249 976

株式交付費 4,306 －

その他 1,664 1,072

営業外費用合計 11,604 13,701

経常利益又は経常損失（△） 629,073 △233,862

特別利益   

固定資産売却益 86 792

投資有価証券売却益 6,100 2,860

特別利益合計 6,186 3,652

特別損失   

固定資産除却損 14,905 885

固定資産売却損 26 －

投資有価証券評価損 16,597 －

役員退職慰労金 24,702 －

特別損失合計 56,231 885

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（△）

579,028 △231,095

法人税、住民税及び事業税 239,563 4,415

法人税等調整額 11,319 △79,880

法人税等合計 250,883 △75,465

四半期純利益又は四半期純損失（△） 328,145 △155,630



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

579,028 △231,095

減価償却費 270,170 267,713

投資有価証券評価損益（△は益） 16,597 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,056 △45,778

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △86,832 －

受取利息及び受取配当金 △16,207 △9,771

支払利息 3,384 11,652

投資有価証券売却損益（△は益） △6,100 △2,860

売上債権の増減額（△は増加） 487,822 △304,176

たな卸資産の増減額（△は増加） △886,130 509,677

仕入債務の増減額（△は減少） △349,220 507,954

長期未払金の増減額（△は減少） 114,330 －

その他の負債の増減額（△は減少） △68,630 5,390

その他 △38,228 51,248

小計 73,039 759,954

利息及び配当金の受取額 17,486 10,069

利息の支払額 △3,063 △12,572

法人税等の支払額 △356,153 △104,610

営業活動によるキャッシュ・フロー △268,690 652,840

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 △806,554 △295,998

有形固定資産の売却による収入 238 2,279

投資有価証券の取得による支出 △29 △29

投資有価証券の売却による収入 18,600 5,550

無形固定資産の取得による支出 △18,709 △24,875

貸付けによる支出 △45,720 △32,000

貸付金の回収による収入 37,867 16,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △814,306 △328,934

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） △350,407 －

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △104,581 △235,000

株式の発行による収入 965,868 －

自己株式の取得による支出 △609 △529

配当金の支払額 △84,977 △72,397

財務活動によるキャッシュ・フロー 425,292 492,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △657,704 815,979

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,951 1,326,872

現金及び現金同等物の四半期末残高 475,246 2,142,852



 該当事項はありません。 

  

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）  

みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は省略しております。

  

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） 

 みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は省略しております。

  

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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する在外子会社又は連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する在外子会社又は連結子会社がないため、該当事項はありません。  

  

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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

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）  

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

 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〕

（６）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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