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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 25,725 △42.4 △1,893 ― △1,938 ― △1,840 ―
21年3月期第3四半期 44,644 ― 897 ― 739 ― 417 ―

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 △153.62 ―
21年3月期第3四半期 34.78 ―

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 29,330 8,579 29.1 713.73
21年3月期 34,852 10,355 29.6 860.94

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,549百万円 21年3月期  10,312百万円

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想） 2.00 2.00

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 36,400 △33.8 △1,670 ― △1,840 ― △1,760 ― △146.94
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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、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。 

(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 
 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後発生する状況の変化によっては予想数
値と異なる場合があります。 
 上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料4ページをご参照ください。 

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3四半期 12,000,000株 21年3月期  12,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  22,360株 21年3月期  22,360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 11,977,640株 21年3月期第3四半期 11,977,700株
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・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（平成21年4月1日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、輸出や鉱工業生産を

中心に回復傾向にあるものの、円高やデフレの影響、企業収益の低迷による設備投資の減少など依然

として厳しい状況で推移しました。 

このような状況のなか、当社企業集団の連結業績は、中核であるステンレス鋼その他金属材料の販

売事業において、設備投資関連需要が減少した影響などにより、売上高は前年同期に比べ42.4％減少

の25,725百万円となりました。損益面につきましては、売上高の減少、販売価格の下落による売上総

利益率の低下などにより営業損益は1,893百万円の損失（前年同期は897百万円の利益）、経常損益は

1,938百万円の損失（前年同期は739百万円の利益）、四半期純損益は1,840百万円の損失（前年同期は

417百万円の利益）となりました。 

なお、セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

ステンレス鋼その他金属材料の販売事業 

  ステンレス鋼の販売数量が前年同期に比べ約20％減少するとともに、受注競争の激化により販売価

格が前年同期に比べ約25％低下したことなどにより、売上高は24,835百万円と前年同期比42.0％減少

しました。このように売上高が減少したことと販売価格が下落したことにより売上総利益が減少した

ため、営業損益は1,720百万円の損失（前年同期は770百万円の利益）となりました。 

 

ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業 

建築分野での需要の落ち込みと自動車部品関連における在庫調整の影響により、売上高は438百万円

と前年同期比36.9％減少、営業損益は39百万円の損失（前年同期は19百万円の利益）となりました。 

 

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業 

企業の設備投資抑制などの影響を受け、機械装置の製造・販売事業及びエンジニアリング事業の売

上高は453百万円と前年同期比60.1％減少、営業損益は165百万円の損失（前年同期は66百万円の利

益）となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

(1)資産 

総資産は、前連結会計年度末に比べ15.8%減少し、29,330百万円となりました。これは、主と

して受取手形及び売掛金が1,694百万円、商品及び製品などのたな卸資産が3,710百万円減少した

ことによるものであります。 

 

(2)負債 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ15.3%減少し、20,750百万円となりました。これは、主

として支払手形及び買掛金が3,623百万円減少したことによるものであります。 
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  (3)純資産 

純資産合計は、その他有価証券評価差額金が112百万円増加しましたが、利益剰余金の配当24

百万円を実施した他、四半期純損失1,840百万円の計上などにより、前連結会計年度末に比べ

1,776百万円減少し、8,579百万円となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

  平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年11月6日公表いたしました連結業績予想から変

更ありません。 

 

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） 

 該当事項はありません。 

 

 (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 

①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資産の算出に関しては、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繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法に関しては、当第３四半期連結会計期間におい

て、一時差異の発生状況に著しい変化がないと認められるので、第２四半期連結会計期間末に

おいて想定した将来の業績およびこれに基づくタックス・プランニングにより、回収可能性を

判断のうえ繰延税金資産を計上しております。 

 

 (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 

該当事項はありません。 
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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 2,023,326 1,912,314

受取手形及び売掛金 10,106,229 11,800,478

有価証券 38,494 38,416

商品及び製品 7,035,469 10,657,273

仕掛品 45,747 154,418

原材料及び貯蔵品 112,416 91,664

繰延税金資産 93,550 131,686

その他 282,358 654,274

貸倒引当金 △5,283 △54,553

流動資産合計 19,732,306 25,385,970

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,575,821 5,575,821

その他（純額） 1,595,832 1,705,148

有形固定資産合計 7,171,653 7,280,969

無形固定資産 270,079 234,476

投資その他の資産   

投資有価証券 1,176,165 987,362

長期滞留債権 113,145 102,259

繰延税金資産 561,659 553,941

その他 418,231 420,297

貸倒引当金 △113,616 △113,468

投資その他の資産合計 2,155,584 1,950,391

固定資産合計 9,597,316 9,465,836

資産合計 29,329,622 34,851,806

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,347,789 13,970,710

短期借入金 7,116,407 6,730,080

未払法人税等 13,333 25,379

引当金 85,646 202,335

その他 338,025 517,353

流動負債合計 17,901,200 21,445,856
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（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 1,101,762 1,375,645

繰延税金負債 － 813

再評価に係る繰延税金負債 1,041,984 1,041,984

退職給付引当金 566,464 482,649

その他 138,722 149,759

固定負債合計 2,848,932 3,050,851

負債合計 20,750,133 24,496,707

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,512,150 1,512,150

資本剰余金 1,058,008 1,058,008

利益剰余金 4,492,724 6,356,702

自己株式 △4,486 △4,486

株主資本合計 7,058,396 8,922,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 233,665 121,590

繰延ヘッジ損益 640 303

土地再評価差額金 1,291,815 1,291,815

為替換算調整勘定 △35,657 △24,001

評価・換算差額等合計 1,490,463 1,389,707

少数株主持分 30,631 43,019

純資産合計 8,579,489 10,355,100

負債純資産合計 29,329,622 34,851,806
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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：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 44,644,321 25,725,408

売上原価 39,366,933 23,908,749

売上総利益 5,277,389 1,816,660

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 1,920,284 1,601,729

賞与引当金繰入額 139,729 71,400

退職給付費用 119,349 203,791

法定福利費 230,547 182,792

荷造運搬費 656,501 532,108

通信費 67,279 60,725

消耗品費 124,574 91,726

家賃賃借料 222,150 217,953

減価償却費 243,620 228,910

その他 656,317 518,729

販売費及び一般管理費合計 4,380,351 3,709,865

営業利益又は営業損失（△） 897,038 △1,893,205

営業外収益   

受取利息 4,071 10,374

受取配当金 26,593 13,957

販売手数料収入 39,211 16,931

雇用調整助成金 － 48,093

持分法による投資利益 20,971 4,281

その他 14,308 29,686

営業外収益合計 105,154 123,322

営業外費用   

支払利息 175,511 124,524

手形売却損 52,008 30,424

その他 35,784 13,002

営業外費用合計 263,303 167,950

経常利益又は経常損失（△） 738,889 △1,937,834

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,374

固定資産売却益 14,122 799

賞与引当金戻入額 100 1,020

貸倒引当金戻入額 13,621 48,623

保証債務戻入額 13,903 908

関係会社整理益 46,326 －

特別利益合計 88,073 56,724
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（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) 

特別損失   

固定資産売却損 342 141

固定資産除却損 4,330 565

投資有価証券売却損 21 －

投資有価証券評価損 107,999 －

会員権評価損 51 40

特別損失合計 112,744 745

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（△）

714,218 △1,881,855

法人税、住民税及び事業税 55,939 14,070

法人税等調整額 236,941 △44,289

法人税等合計 292,880 △30,219

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4,771 △11,612

四半期純利益又は四半期純損失（△） 416,567 △1,840,023
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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（△）

714,218 △1,881,855

減価償却費 281,427 259,869

のれん償却額 31,705 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,143 △49,123

賞与引当金の増減額（△は減少） △227,565 △112,888

退職給付引当金の増減額（△は減少） △715 83,815

その他の引当金の増減額（△は減少） △3,900 △3,800

受取利息及び受取配当金 △30,664 △24,331

支払利息及び手形売却損 227,519 154,948

持分法による投資損益（△は益） △20,971 △4,281

有形固定資産売却損益（△は益） △13,780 △658

投資有価証券売却損益（△は益） 21 △5,374

投資有価証券評価損益（△は益） 107,999 －

有形固定資産除却損 4,330 565

会員権評価損 51 40

その他の営業外損益（△は益） △17,735 △81,707

関係会社整理損益（△は益） △46,326 －

売上債権の増減額（△は増加） 800,954 1,641,607

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,656,796 3,709,719

仕入債務の増減額（△は減少） △1,633,792 △3,718,782

未収消費税等の増減額（△は増加） 232,632 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 165,093 △154,797

その他の資産・負債の増減額 207,776 414,988

小計 2,416,931 227,955

利息及び配当金の受取額 32,951 28,399

利息の支払額 △166,319 △143,661

手形売却に伴う支払額 △52,008 △30,424

その他 17,735 81,707

法人税等の支払額 △646,936 △25,883

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,602,354 138,094
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △38,318 △38,459

有価証券の売却による収入 38,184 38,318

有形固定資産の取得による支出 △478,028 △21,535

有形固定資産の売却による収入 55,135 1,161

投資有価証券の取得による支出 △233,895 △9,613

投資有価証券の売却による収入 223 6,219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

25,509 －

貸付けによる支出 △60,000 △310

貸付金の回収による収入 45,161 10,250

定期預金の預入による支出 △10,000 △42,000

その他 19,870 △80,167

投資活動によるキャッシュ・フロー △636,159 △136,137

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,000,000 544,847

短期借入金の返済による支出 △1,480,499 △827,610

長期借入れによる収入 210,958 400,245

長期借入金の返済による支出 － △4,997

配当金の支払額 △366,788 △25,015

少数株主への配当金の支払額 △1,235 △1,235

リース債務の返済による支出 △18,652 △19,112

財務活動によるキャッシュ・フロー △656,216 67,123

現金及び現金同等物に係る換算差額 △350 △68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 309,628 69,012

現金及び現金同等物の期首残高 2,394,803 1,912,314

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,704,431 1,981,326
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 (5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

 
ステンレス

鋼その他金

属材料の販

売事業 

(千円) 

ステンレス

鋼その他金

属加工製品

の製造・販

売事業 

(千円) 

機械装置の

製造・販売

及びエンジ

ニアリング

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する売

上高 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

 

42,816,602 

 

546,376 

693,721

5,274

1,133,998

116,111

44,644,321

667,761

 

 

― 

 

(667,761) 

44,644,321

―

     計 43,362,978 698,995 1,250,109 45,312,083 (667,761) 44,644,321

営業利益 770,436 18,786 66,366 855,588 41,450 897,038

(注)1.事業区分は、商品及び製品の種類・性質及び販売市場の類似性を考慮し、ステンレス鋼その 

他金属材料の販売事業、ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業、機械装置の製 

造・販売及びエンジニアリング事業に区分しております。 

2.事業区分及び各区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称 

ステンレス鋼その他金属材料の

販売事業 

ステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、超合金、チタン 

ステンレス鋼その他金属加工製

品の製造・販売事業 

ステンレス鋼製ウェザーカバー、ステンレス鋼管製品 

※１ 

機械装置の製造・販売及びエン

ジニアリング事業 

一般産業用機械装置、鋼管製造用機械、エンジニアリングサービス

    ※１ 株式会社ステイドを関係会社から除外したことにより、同社の取扱い商品等を削除し

ております。 
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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) 

 

ステンレス鋼

その他金属材

料の販売事業 

(千円) 

ステンレス

鋼その他金

属加工製品

の製造・販

売事業 

(千円) 

機械装置の

製造・販売

及びエンジ

ニアリング

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する売

上高 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

 

24,834,559 

 

369,090 

437,993

12,515

452,857

149,588

25,725,408

531,193

 

 

― 

 

(531,193) 

25,725,408

―

     計 25,203,649 450,508 602,445 26,256,602 (531,193) 25,725,408

営業利益又は営業損失

(△) △1,720,157 △38,750 △164,548 △1,923,455 30,250 △1,893,205

(注)1.事業区分は、商品及び製品の種類・性質及び販売市場の類似性を考慮し、ステンレス鋼その 

他金属材料の販売事業、ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業、機械装置の製 

造・販売及びエンジニアリング事業に区分しております。 

2.事業区分及び各区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称 

ステンレス鋼その他金属材料の

販売事業 

ステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、超合金、チタン 

ステンレス鋼その他金属加工製

品の製造・販売事業 

ステンレス鋼製ウェザーカバー、ステンレス鋼管製品 

 

機械装置の製造・販売及びエン

ジニアリング事業 

一般産業用機械装置、鋼管製造用機械、エンジニアリングサービス
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 【所在地別セグメント情報】 

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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が９０％を超えるため、所在地別セグメント

情報の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) 

   全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が９０％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

 【海外売上高】 

   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） 

   海外売上高は連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の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） 

   海外売上高は連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

該当事項はありません。 
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