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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 75,705 △37.0 △5,024 ― △5,916 ― △6,410 ―

21年3月期 120,140 △36.6 △15,393 ― △16,641 ― △8,931 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △37.76 ― △27.4 △6.6 △6.6

21年3月期 △53.37 ― △27.9 △15.0 △12.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  104百万円 21年3月期  △87百万円

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 90,016 21,335 23.7 123.25
21年3月期 90,255 25,539 28.3 154.67

（参考） 自己資本   22年3月期  21,335百万円 21年3月期  25,539百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △2,431 △2,718 1,138 5,201
21年3月期 6,834 △233 △1,021 9,192

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00 1,002 ― 3.1
22年3月期 ― 1.00 ― 0.00 1.00 173 ― 0.7

23年3月期 
（予想）

― ― ― 1.00 1.00 10.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

52,000 56.0 800 ― 400 ― 400 ― 2.31

通期 110,000 45.3 2,500 ― 1,700 ― 1,600 ― 9.24
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔（注） 詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

〔（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。〕 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 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  4,108,264株 21年3月期  12,099,770株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 71,256 △35.5 △5,005 ― △5,838 ― △6,293 ―

21年3月期 110,522 △36.2 △15,176 ― △15,671 ― △7,517 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △37.07 ―

21年3月期 △44.92 ―

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 86,685 20,640 23.8 119.23
21年3月期 86,582 24,565 28.4 148.78

（参考） 自己資本 22年3月期  20,640百万円 21年3月期  24,565百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績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結果になる可能性があります。 

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

第2四半期 
累計期間

46,000 41.8 700 ― 300 ― 300 ― 1.73

通期 96,000 34.7 2,200 ― 1,400 ― 1,300 ― 7.51
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当期におけるわが国ステンレス業界は、前期のリーマンショック後の深刻な不況の 悪期を脱し、需

要面では緩やかながら回復傾向を辿りました。 

■当期における国内／輸出別需要及び価格 

 まず、国内向けのステンレス需要につきましては、自動車用や電気電子機器向けが急回復を見せまし

たが、ニッケル系ステンレスの内需の柱である建設用や民間設備投資及び公共投資関連が年度を通じて

低迷いたしました。こうした実需の弱さは国内販売価格にも深刻な影響を及ぼし、経済全般のデフレ傾

向が続くなか、原料価格の上昇にもかかわらず、国内向け販売価格は低調に推移しました。 

 次に、輸出向けにつきましては、中国の経済成長に牽引される形でほぼ年度を通じてアジア市場に旺

盛な需要が見られました。しかし、同じアジア地域におけるステンレス生産設備の増強に伴って、需給

のバランスが悪化し、下半期の急激な円高もあって、日本からのステンレス一般品の輸出価格(円ベー

ス)は低水準を余儀なくされました。 

■当社グループの対応 

 かかる需要環境下、前下半期には60％弱にまで低下した当社の設備稼働率（売上量ベース）は、当上

半期に70％程度、さらに当下半期には75％程度の水準にまで回復いたしました。 

 また、当社グループでは、早期の業績回復に向けて以下の施策を全社一丸となり推進してまいりまし

た。 

 ①「販売体制の再構築」による当社独自の高採算商品（コアシリーズ商品）を主体に様々な拡  

  販活動を展開してまいりました。しかしながら、価格面においては、主原料であるニッケル価 

    格の上昇に伴い、国内・輸出向けとも値上げに努力いたしましたが、販売価格は原料価格に見 

  合う水準までには至りませんでした。 

 ②「緊急収益改善策」を掲げ、徹底的なコスト削減に努めました。生産体制見直し、製造変動 

  費・固定費の削減、一般管理販売費の圧縮、原料コストの低減など、あらゆる分野で見直しを 

  行い、前期比44億円のコスト削減を実現いたしました。 

 この結果、当社グループの業績は前期比赤字幅を縮小いたしましたが、黒字回復には至らず、誠に遺

憾ながら、２期連続の赤字計上を余儀なくされる極めて厳しい結果となりました。 

■連結経営成績の概要 

 当期の連結経営成績の概要は以下の通りです。        

 ①売上高 

   売上数量は前下半期を底に回復しましたが、販売単価の値上げには時間を要し、前期比37.0％ 

  減の757億円となりました。 

 ②営業損失(△)・経常損失(△)        

   前期計上した原料価格の下落に伴う繰越高価棚卸資産による会計上の利益の減少(100億円)及 

 び「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用による、いわゆる「低価法」評価損(67億円)は、  

 原料価格の上昇により当期はほぼ解消されました。また、前期比44億円のコスト削減を実現い 

 たしましたが、マージン(製品価格－原料価格)の縮小をカバーするまでには至りませんでした。  

  その結果、営業損失は前期比103億円の赤字幅縮小となる50億円、経常損失は前期比107億円の  

 赤字幅縮小となる59億円となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 ③税金等調整前当期純損失(△)        

   投資有価証券売却益を特別利益に4億円計上、また事務所移転費用等特別損失として4億円を計 

 上し、税金等調整前当期純損失は前期比23億円の赤字幅縮小となる58億円となりました。 

 ④当期純損失(△)        

   繰延税金資産を5億円取崩した結果、当期純損失は前期比25億円赤字幅縮小となる64億円とな  

 りました。 

  

■平成23年3月期の見通し 

 今後につきましては、景気は底打ち感があるものの、本格的な回復軌道に乗るかは依然不透明である

ことを前提とし、当社グループといたしましては、足元の需要環境(設備稼働率=80%強)をベースに早期

に黒字回復を目指すとともに、財務体質の強化により自己資本の回復を図ってまいります。 

 新年度(平成23年3月期)に入り、販売価格是正は進展しておりますが、前述の「緊急収益改善策」を

継続するとともに、「マージンの改善」及び「追加コスト削減策」を掲げ、不退転の決意でこの難局を

乗り越える所存です。平成23年3月期(次期)における具体的な諸施策は以下の通りです。 

①マージン(製品価格－原料価格)の改善策 

  1)グループ会社を含めた営業組織及び要員体制を再構築 

  2)製品別採算管理の方法を見直し、販売方針を徹底 

  3)当社独自の高採算製品の国内/海外展開を強力に推進 

   ・Ｄシリーズ鋼(省ニッケル鋼) 

    ニッケル価格高騰を背景に、コスト優位性を前面に打ち出し国内/海外での新規地域への 

    展開 

   ・精密圧延品 

    自動車用及び電気電子機器向け材料を中心に海外への積極展開 

   ・鋼管製品 

   ・特殊鋼種(スーパーフェライト・高機能材料等) 

  4)成長分野(環境、エネルギー、医療)向けの市場開拓に注力 

  5)国内外他メーカーとの連携などによる商品力の強化 

②コスト削減策 

  1)緊急収益改善策 (平成22年3月期に達成した44億円のコスト削減)の継続 

  2)実現可能な追加コスト削減策 (11億円のコスト削減) 

   ・生産効率の向上 (工程改善・内製化等)及び固定費等の更なる削減 

    

以上の経営改善努力を織込み、現時点で、平成23年3月期の連結経営成績につきましては、売上高

1,100億円、営業利益25億円、経常利益17億円、当期純利益16億円を予想しております。 
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■資産 

 総資産は、前期末に比べて2億円減少し、900億円となりました。 

 ①流動資産 

  「現金及び預金」は39億円減少しましたが、足元の販売数量及び売上高の回復により「受取手 

 形及び売掛金」が35億円増加、「商品及び製品」等のたな卸資産が25億円増加し、「未収還付法 

 人税等」が10億円減少した結果、流動資産は前期末に比べて8億円増加の375億円となりました。 

 ②固定資産 

  「有形固定資産」は、設備投資を16億円実施し、減価償却費を48億円計上した結果、32億円減 

 少し、投資有価証券の売却(売却簿価：5億円)・取得(12億円)及び株価上昇に伴う評価差額金(前 

 期末比12億円増加)等により「投資有価証券」が17億円増加した結果、固定資産は前期末に比べ 

 て11億円減少の524億円となりました。 

■負債 

 負債合計は前期末に比べて39億円増加し、686億円となりました。 

 ①流動負債 

  たな卸資産等の増加により「支払手形及び買掛金」が43億円増加、「短期借入金」が24億円減 

 少、「1年内償還予定の社債」が償還(14億円)及びワンイヤー振替(70億円)により55億円増加し 

 た結果、流動負債は前期末に比べて68億円増加し、452億円となりました。 

 ②固定負債 

  「社債」はワンイヤー振替により70億円減少、「長期借入金」は115億円の新規調達を行いま 

 したが、繰上返済20億円、約定返済8億円及びワンイヤー振替47億円により、39億円の増加とな 

 り、この結果、固定負債は前期末に比べて28億円減少し、234億円となりました。  

■純資産 

  純資産合計は、前期末に比べて42億円減少し、213億円となりました。この結果、自己資本比 

 率は前期末比4.6ポイントダウンの23.7％となりました。 

 ①株主資本 

  「利益剰余金」が前期末比73億円減少していますが、当期純損失64億円、前期末及び当中間期 

 における配当金の支払5億円、及び自己株式の処分による差損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、株主資本合計は前期末に比べて52億円減少し、210 

 億円となりました。 

 ②評価・換算差額等 

  「その他有価証券差額金」が前期末に比べて12億円増加したこと等により、評価・換算差額等 

 は前期末比10億円増の2億円となりました。 

 ■営業活動によるキャッシュ・フロー        

    税金等調整前当期純損失(△)58億円、減価償却費48億円、売上債権の増加(△)35億円、たな   

  卸資産の増加(△)25億円、仕入債務の増加43億円、法人税等の還付額10億円等により、24億円 

  の支出となりました。 

(2) 財政状態に関する分析

(3）キャッシュ・フローに関する分析
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 ■投資活動によるキャッシュ・フロー        

   有形固定資産の取得(△)21億円、投資有価証券の売却10億円及び取得(△)12億円等により、 

  27億円の支出となりました。        

 ■財務活動によるキャッシュ・フロー        

    長期借入金115億円及び第三者割当による自己株式の処分16億円を行い、短期借入金を(△)21 

  億円返済し、借入金の長短バランスを調整しました。また、長期借入金の返済(△)78億円、社  

  債の償還(△)14億円及び配当金の支払(△)5億円により、11億円の収入となりました。 

   以上の結果、「現金及び預金」残高は、前期末に比べ39億円減少の52億円、有利子負債残高 

  は、前期末と同額の482億円となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 (注)自己資本比率            ： 自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率      ： 株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ  ： 営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

  ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

  ※株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後期末発行済株式数により算出しております。 

  ※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている借入金、社債の合計額を対象とし、営業キャッ 

   シュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し 

   ております。また、利息の支払額については、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を 

   使用しております。 

  ※平成20年3月期及び平成22年3月期(当期)のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレス 

   ト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりま 

   せん。 

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平21年3月期 平22年3月期

自己資本比率(％) 28.0 28.7 29.3 28.3 23.7

時価ベースの自己資本比率(％) 42.6 70.3 40.9 20.9 29.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

4.8 3.4 - 7.1 -

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

6.7 12.0 - 6.4 -
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 当社の利益配分に関する基本方針は、株主の皆様への将来にわたる安定配当を重視することとして

おります。 

 しかしながら、業績低迷による財務状況の悪化(自己資本の毀損)等を勘案し、当期の剰余金の配当に

つきましては、期末配当は本年１月２９日に公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」の通り、誠に

遺憾ながら無配とさせていただき、通期では既に実施した中間配当による１株につき１円(前期は６円)

の配当となります。 

 また、次期につきましても、安定配当を重視する方針に変わりはありませんが、今後の当社を取り巻

く経営環境の変化を慎重に見極めたく、現時点では期末配当による１株につき１円の配当を予想してお

ります。 

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの業績・財務へのリスク要因のうち、重要な事項として、以下のものが挙げられます。 

              

①ステンレス鋼材の需給の変動 

 当社グループは、事業の100％近くがステンレス鋼・耐熱鋼に関連しているため、国際的なステンレ

ス鋼材の需給変動により、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。       

②原材料価格の変動 

 ニッケル、クロム、モリブデン、購入屑等の原材料価格が国際的指標価格や資源需給により変動し、

当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。       

③取引先の需要動向 

 当社グループの主要な販売先である建設業界、家電業界、自動車業界の需要の減少により、当社グル

ープの業績に影響が生じる可能性があります。 

④原材料調達 

 ニッケル、クロム、モリブデン、購入屑等の原材料調達先の業績不振、操業停止等に起因する原材料

の供給停止・遅延等により、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。 

⑤海外情勢 

 当社グループの海外売上高は306億円であり、各地域での予期せぬ法令・税制の変更、政治・治安・

経済情勢等のリスクにより、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。  

⑥競合激化 

 ステンレス生産は中国をはじめ世界的に増加しておりますが、これら海外メーカーを含む競合先 

との競争激化により、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。  

⑦事故等に起因する事業活動の停止        

  当社グループの事業所が、大規模な台風・地震等の自然災害に見舞われた場合や重大な設備故障・労

働災害等が発生した場合は、事業活動の停止・制約等により、当社グループの業績に影響が生じる可能

性があります。 

⑧環境規制 

 当社グループは、事業活動により発生する廃棄物や有害物質等について、環境関連法令の適用を受け

ながら適切に処理しておりますが、今後、ＣＯ₂排出規制をはじめ、環境基準等が強化された場合、新

たな対策費用の発生、操業停止等により、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。 

⑨コンプライアンス、内部統制 

 当社グループは、コンプライアンス(法令遵守)、財務報告の適正性確保をはじめ、適切な内部統制シ

ステムを構築し運用しておりますが、本システムの目的が完全に達成されることを保証するものではあ

りません。従って、将来にわたり法令違反等が発生する可能性は皆無ではありません。また法規制等の

変更により、法令遵守のための費用が増加し、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。

⑩繰延税金資産 

 当社グループは、税効果会計の適用に当り、翌期以降の会計上の利益に対応させるべき税金を合理的

に見積り繰延税金資産に計上しておりますが、繰延税金資産の回収可能性の検証結果によっては取崩し

により当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。 

(5) 事業等のリスク
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⑪退職給付債務 

 当社グループの退職給付費用及び債務は、期待収益率、割引率等数理計算上で設定される前提条件で

算出しておりますが、これら前提条件の悪化により、当社グループの業績に影響が生じる可能性があり

ます。 

⑫保有有価証券の価値の変動     

 当期末における当社グループの投資有価証券残高は82億円であり、投資先の業績不振、証券市場にお

ける市況の悪化等により、評価損が発生し、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。 

⑬為替相場の変動 

 当社グループは、製品の輸出、原料の輸入等で外貨建取引を行っているため、為替相場の変動によ

り、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。 

⑭借入金に係る財務制限条項        

 当社が複数の金融機関との間で締結している借入金に係る契約には財務制限条項が定められており、

当期に係る連結財政状態等により、当該財務制限条項に抵触する懸念がありましたが、 同決算の確定

前に、当該金融機関との間で当該財務制限条項の修正に合意しており、現在では当該財務制限条項への

抵触は回避されております。また、主要金融機関からの継続的な支援も得られることから、資金繰りの

問題は生じておりません。 

 しかしながら、次期において当社の連結純資産額及び純資産額、連結経常損益及び経常損益が、修正

後の財務制限条項に定める水準を下回ることとなった場合には、借入先金融機関の請求により、当該借

入について期限の利益を喪失する可能性があります。 

⑮資金調達環境の変化 

 当社グループは、金融機関からの借入による資金調達を行っており、金利等の市場環境、資金需給の

動向等の外部環境及び当社グループの業績動向により、金融機関から適時に必要とする借入を行うこと

ができない場合、当社グループの資金調達に影響が生じる可能性があります。 

⑯連結経営成績について 

 当期の連結経営成績は、売上高が前期比444億円減収の757億円、営業利益・経常利益・当期純利益に

ついては、２期連続の損失となり、当社グループにとりましてリスクを抱える状況となっております。

上記①ステンレス鋼材の需給の変動及び②原材料価格の変動によるものですが、今後の黒字化に向けた

対策については、４頁に記載の通りです。また、２期連続の損失により上記⑭借入金に係る財務制限条

項に抵触する懸念がありましたが、その対策については、上述⑭に記載の通りです。 

  

  なお、現時点では予測できない上記外の事象により、当社グループの経営成績及び財務状態が 

 影響を受ける場合があります。
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当社グループは、当社、子会社６社、関連会社３社で構成され、主な事業内容は、ステンレス鋼、耐熱

鋼、その他各種金属製品の製造、加工、販売であります。 

 平成22年３月31日現在の事業系統図は以下の通りです。 

  

  

 

2. 企業集団の状況
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当社グループはステンレス鋼の専業メーカーとして、常に需要開発と製造技術の改善に努め、高品質

の商品とサービスを提供し、社会の発展に貢献することを企業理念としております。 

 また、 近の急激な環境変化にも柔軟に対応できるよう、不断の構造改革を遂行し、強固なグループ

経営の基盤を構築してまいります。 

当社グループは、上記の基本方針に沿って、平成20年度から22年度までの３年間を実行期間とする

「中期経営計画2010」を策定し、グループ一丸となって経営目標の達成に向けて取り組んでまいりまし

た。 

 しかしながら、リーマンショック後の深刻な不況や原料価格の乱高下など経営環境の激変に伴い、計

画の達成が極めて困難な状況となっております。  

かかる状況下、当社グループでは、今後の経営環境を慎重に見極め、現在「新中期経営計画」を策定

中です。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

日本金属工業㈱　(5479)　　平成22年3月期決算短信

- 11 -



4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,192 5,201

受取手形及び売掛金 6,884 10,418

商品及び製品 3,040 3,944

仕掛品 5,498 7,364

原材料及び貯蔵品 9,309 9,125

未収還付法人税等 1,038 －

繰延税金資産 1,396 860

その他 327 667

貸倒引当金 △13 △20

流動資産合計 36,675 37,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,758 14,119

機械装置及び運搬具（純額） 23,650 21,233

土地 5,954 5,954

建設仮勘定 412 299

その他（純額） 746 680

有形固定資産合計 45,523 42,287

無形固定資産 162 139

投資その他の資産   

投資有価証券 6,501 8,219

繰延税金資産 257 248

その他 1,171 1,596

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 7,894 10,028

固定資産合計 53,579 52,454

資産合計 90,255 90,016
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,725 14,083

短期借入金 24,012 21,532

1年内償還予定の社債 1,447 7,035

未払金 1,232 854

未払法人税等 － 39

未払費用 709 842

前受金 7 －

賞与引当金 622 474

その他 634 379

流動負債合計 38,391 45,241

固定負債   

社債 13,692 6,657

長期借入金 9,053 13,002

退職給付引当金 3,524 3,691

繰延税金負債 32 65

その他 22 23

固定負債合計 26,324 23,440

負債合計 64,716 68,681

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 9,193 1,848

自己株式 △3,106 △1,051

株主資本合計 26,326 21,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △577 673

繰延ヘッジ損益 △4 △27

為替換算調整勘定 △205 △347

評価・換算差額等合計 △787 299

純資産合計 25,539 21,335

負債純資産合計 90,255 90,016
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 120,140 75,705

売上原価 128,140 74,769

売上総利益又は売上総損失（△） △8,000 935

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 2,071 1,604

給料及び賞与 1,591 1,268

賞与引当金繰入額 165 93

退職給付引当金繰入額 275 379

貸倒引当金繰入額 － 29

賃借料 659 529

その他 2,629 2,054

販売費及び一般管理費合計 7,393 5,960

営業損失（△） △15,393 △5,024

営業外収益   

受取利息 4 0

受取配当金 228 168

持分法による投資利益 － 104

助成金収入 － 170

その他 216 180

営業外収益合計 449 623

営業外費用   

支払利息 1,033 974

為替差損 237 258

持分法による投資損失 87 －

その他 339 282

営業外費用合計 1,697 1,514

経常損失（△） △16,641 △5,916

特別利益   

固定資産売却益 12,052 －

投資有価証券売却益 466 499

受取保険金 300 －

特別利益合計 12,819 499
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 164 46

たな卸資産評価損 2,761 －

投資有価証券評価損 1,470 82

事務所移転費用 － 190

環境対策費 － 75

その他 － 47

特別損失合計 4,396 443

税金等調整前当期純損失（△） △8,217 △5,860

法人税、住民税及び事業税 112 44

過年度法人税等戻入額 △18 －

法人税等還付税額 － △37

法人税等調整額 619 543

法人税等合計 713 550

当期純損失（△） △8,931 △6,410
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,982 12,982

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,982 12,982

資本剰余金   

前期末残高 7,256 7,256

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,256 7,256

利益剰余金   

前期末残高 19,483 9,193

当期変動額   

剰余金の配当 △1,344 △503

当期純損失（△） △8,931 △6,410

持分法の適用範囲の変動 － －

自己株式の処分 △12 △432

当期変動額合計 △10,289 △7,345

当期末残高 9,193 1,848

自己株式   

前期末残高 △2,765 △3,106

当期変動額   

自己株式の取得 △363 △1

自己株式の処分 21 2,056

当期変動額合計 △341 2,054

当期末残高 △3,106 △1,051

株主資本合計   

前期末残高 36,957 26,326

当期変動額   

剰余金の配当 △1,344 △503

当期純損失（△） △8,931 △6,410

自己株式の取得 △363 △1

自己株式の処分 9 1,624

当期変動額合計 △10,630 △5,291

当期末残高 26,326 21,035
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,630 △577

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,207 1,251

当期変動額合計 △2,207 1,251

当期末残高 △577 673

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 44 △4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 △23

当期変動額合計 △48 △23

当期末残高 △4 △27

為替換算調整勘定   

前期末残高 △46 △205

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △159 △141

当期変動額合計 △159 △141

当期末残高 △205 △347

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,628 △787

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,415 1,086

当期変動額合計 △2,415 1,086

当期末残高 △787 299

純資産合計   

前期末残高 38,585 25,539

当期変動額   

剰余金の配当 △1,344 △503

当期純損失（△） △8,931 △6,410

自己株式の取得 △363 △1

自己株式の処分 9 1,624

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,415 1,086

当期変動額合計 △13,045 △4,204

当期末残高 25,539 21,335
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △8,217 △5,860

減価償却費 4,771 4,885

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △708 △400

賞与引当金の増減額（△は減少） △299 △148

受取利息及び受取配当金 △232 △168

支払利息 1,033 974

固定資産売却損益（△は益） △12,052 －

固定資産除却損 164 46

投資有価証券評価損益（△は益） 1,470 82

投資有価証券売却損益（△は益） △466 △499

たな卸資産評価損 2,761 －

受取保険金 △300 －

持分法による投資損益（△は益） 87 △104

売上債権の増減額（△は増加） 11,933 △3,532

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,579 △2,584

仕入債務の増減額（△は減少） △12,708 4,328

未払消費税等の増減額（△は減少） △13 △125

移転費用 － 190

環境対策費 － 75

その他 1,752 46

小計 11,550 △2,783

利息及び配当金の受取額 264 284

利息の支払額 △1,072 △928

法人税等の支払額 △4,110 1,087

移転費用の支払額 － △92

環境対策費支払額 △545 －

保険金の受取額 748 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,834 △2,431

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △12 △1,231

投資有価証券の売却による収入 794 1,062

有形固定資産の取得による支出 △6,681 △2,135

有形固定資産の売却による収入 8,435 －

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △2,844 △244

その他 74 △169

投資活動によるキャッシュ・フロー △233 △2,718
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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） 4,636 △2,168

長期借入れによる収入 － 11,500

長期借入金の返済による支出 △4,558 △7,862

社債の発行による収入 2,953 －

社債の償還による支出 △2,360 △1,447

自己株式の取得による支出 △363 △1

自己株式の処分による収入 9 1,624

配当金の支払額 △1,339 △503

その他 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,021 1,138

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,589 △3,991

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期末残高 9,192 5,201
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  当社の子会社６社のうち４社を連結

の範囲に含めております。  

 

同左

 非連結子会社２社は、総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金からみ

ていずれも少額であり、かつ全体とし

ても連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

しておりませんので連結の範囲から除

外しております。 

     

同左

 非連結子会社は、NIPPON METAL SER
VICES(S) PTE LTDその他計２社であり
ます。 
 

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

 持分法を適用した関連会社はありま

せん。 

 

 当連結会計年度より、保有株式の取

得を進めた為、関連会社である新興金

属㈱を持分法の適用範囲に含めており

ます。 

 

 持分法を適用した非連結子会社の数

２社 会社名 

NIPPON METAL SERVICES(S) PTE LTD  

NIPPON METAL SERVICES(M) SDN. BHD. 

 

同左

 持分法を適用していない関連会社

（新興金属㈱、万世鋼機㈱、㈱スワン

メタル）は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外

しております。 

    

 持分法を適用していない関連会社

（万世鋼機㈱、㈱スワンメタル）は、

当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持

分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

    

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は３月31日であ

ります。 

    

同左

日本金属工業㈱　(5479)　　平成22年3月期決算短信

- 20 -



  

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 有価証券の評価基準及

び評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  期末日の市場価格に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

 

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

   

 時価のないもの

同左

 (2) 棚卸資産の評価基準及

び評価方法

  ①製品及び仕掛品  総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定） 

 

同左

  ②原材料及び貯蔵品  移動平均法による原価法（貸借対照
表価額は収益性の低下による簿価切下
げの方法により算定）

同左

     

 (3) デリバティブ取引の評

価基準及び評価方法

 

 時価法を採用しております。 同左

 (4) 固定資産の減価償却方

法

  ①有形固定資産  定額法を採用しております。 

    

同左

  ②無形固定資産  定額法を採用しております。ソフト

ウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。 

    

同左

  ③リース資産

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 所有権移転外ファイナンス・リース

に係るリース資産については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ

とする定額法を採用しております。  

 なお、リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引の内、リース取

引開始日が「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号）の適用

初年度前のリース取引については、通

常の賃貸借処理に係る方法に準じた会

計処理によっております。  

 

同左

 (5) 繰延資産の処理方法  支払時に全額費用処理する方法を採

用しております。 

    

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (6) 重要な引当金の計上基

準

  ①貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

 

同左

  ②賞与引当金  従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額基準により当期負担額を計

上しております。 

   

同左

  ③退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。  

 過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(12年)による按分額を費用

処理しております。  

 数理計算上の差異については、各期

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(退職金制度

においては14年、確定給付企業年金制

度においては12年)による按分額をそ

れぞれ発生の翌期より費用処理してお

ります。  

       

同左

 (7) 重要なヘッジ会計の方

法

  ①ヘッジ会計の方法  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。

 なお、変動金利の借入金の一部につ

いて金利スワップ取引等により変動リ

スクをヘッジしておりますが、特例処

理の要件を満たしているため特例処理

を採用しております。

 

同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ

   対象

(1)金利スワップ取引

 回収条件変更金利及び借入金利息

(2)商品スワップ取引

 原材料及び買掛金

(3)為替予約取引

       ──────

(1)金利スワップ取引

同左

(2)商品スワップ取引

──────

(3)為替予約取引

 予定取引に係る売掛金

  ③ヘッジ方針  金利相場及び原料購入価格の相場変

動リスクの軽減を目的にデリバティブ

取引を行っております。また、投機目

的のデリバティブ取引は行っておりま

せん。 

   

 金利相場及び為替相場の変動リスク

の軽減を目的にデリバティブ取引を行

っております。また、投機目的のデリ

バティブ取引は行っておりません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

  ④ヘッジ有効性評価の 

方法

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フローの変動の累計を比率分析す

る方法により行っております。 

    

同左

 (9) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 税抜方式を採用しております。 同左

   消費税等の処理方法

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

   

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資を資金の範

囲としております。 

   

同左

日本金属工業㈱　(5479)　　平成22年3月期決算短信

- 23 -



(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

棚卸資産の評価に関

する会計基準の適用

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に
関する会計基準」（企業会計基準委員会 平
成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適
用しており、評価基準については、原価法か
ら原価法（収益性の低下による簿価切下げの
方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ
て、当連結会計年度における営業損失及び経
常損失が、期首における棚卸資産の評価差損
により2,761百万円減少し、期末における棚
卸資産の評価差損により6,714百万円増加し
ておりますが、期首における評価差損につい
ては、同金額を特別損失に計上しているた
め、税金等調整前当期純損失については
6,714百万円増加しております。 
 

───────

外貨建予定取引に係

る為替予約取引のヘ

ッジ会計の適用

 当連結会計年度より、為替変動リスクの管
理活動を財務諸表に適切に反映し、財政状態
及び経営成績をより適正に表示するため、外
貨建予定取引に係る為替予約取引についてヘ
ッジ会計を適用し繰延ヘッジ処理をしており
ます。 
 これによる連結財務諸表に与える影響は軽
微であります。 
 

──────

リース取引に関する

会計基準等の適用

 当連結会計年度より、「リース取引に関す
る会計基準」（企業会計基準委員会 平成５
年６月17日 終改正平成19年３月30日 企
業会計基準第13号）及び「リース取引に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 終改正平成19年３
月30日 企業会計基準適用指針第16号）を適
用し、所有権移転外ファイナンス・リース取
引については、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理から通常の売買取引に係る
方法に準じた会計処理に変更しております。 
 これによる連結財務諸表に与える影響は軽
微であります。 
 

──────

金融商品に関する会

計基準の適用

────── 当連結会計年度より、「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年
３月10日）及び「金融商品の時価等の開示に
関する適用指針」（企業会計基準適用指針第
19号 平成20年３月10日）を適用しておりま
す。 
 これによる連結財務諸表に与える影響は軽
微であります。 
 

退職給付に係る会計

基準の適用

────── 当連結会計年度より、「退職給付に係る会
計基準」の一部改正(その３)(企業会計基準
第19号 平成20年７月31日)を適用しており
ます。 
 これによる連結財務諸表に与える影響は軽
微であります。 
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【表示方法の変更】

項目 
 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結貸借対照表関係  財務諸表等規則等の一部を改正する

内閣府令（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用されることに伴な

い、前連結会計年度において、「たな

卸資産」として掲記されたものは、当

連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区

分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資

産」に含まれる「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ9,750百万円、12,961百万円、

20,472百万円であります。 

 

──────

──────  前連結会計年度において区分掲記し

ておりました「前受金」(当連結会計

年度９百万円)は、負債及び純資産の

合計額の5/100以下であるため、当連

結会計年度においては流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。 
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【追加情報】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

有形固定資産の耐用年数の変更  機械装置の耐用年数については、当

連結会計年度より、法人税法の改正を

契機として見直しを行い、改正後の法

人税法に基づく耐用年数に変更してお

ります。 

 これによる連結財務諸表に与える影

響は軽微であります。 

 

─────
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事業の種類別セグメントは、「ステンレス鋼、耐熱鋼その他各種金属製品の製造・加工・販売事

業」及び「その他の事業」であり、前連結会計年度及び当連結会計年度において「ステンレス鋼、耐

熱鋼その他各種金属製品の製造・加工・販売事業」の売上高、営業損失及び資産の金額は、全セグメ

ントの売上高の合計、営業損失及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を

超えておりますので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在

外支店がありませんので、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
     (注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     (1) アジア……………中国、韓国、台湾、香港、シンガポール他 

     (2) その他の地域……米国、欧州他 

     ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
     (注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     (1) アジア……………中国、韓国、台湾、香港、シンガポール他 

     (2) その他の地域……米国、欧州他 

     ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 44,067 2,121 46,188

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 120,140

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

36.6 1.7 38.4

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 30,269 349 30,619

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 75,705

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

40.0 0.5 40.4
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事業の種類別セグメントを記載していないため、「生産、受注及び販売の状況」は、 

事業の部門別により記載しております。 

  

（１）生産実績 

   当期における生産実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

  

 
（２）受注実績 

   当期における受注実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

  

 
（３）販売実績 

   当期における販売実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

  

４ 生産・受注・販売の状況

事業部門の名称
生 産 高

金額(百万円) 前期比(%)

ステンレス鋼、耐熱鋼の製造・販売部門 65,925 △37.3

各種二次加工製品の製造・加工・販売部門 7,376 △49.0

その他の部門 942 △25.2

合      計 74,244 △38.6

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２．金額は、製品製造原価ベースで記載しております。

事業部門の名称
受 注 高 受 注 残 高

金額(百万円) 前期比(%) 金額(百万円) 前期比(%)

ステンレス鋼、耐熱鋼の製造・販売部門 69,802 △24.9 6,593 100.1

各種二次加工製品の製造・加工・販売部門 8,874 △32.7 932 172.9

その他の部門 961 △30.3 278 △23.3

合      計 79,510 △26.0 7,805 95.2

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

事業部門の名称
販 売 高

金額(百万円) 前期比(%)

ステンレス鋼、耐熱鋼の製造・販売部門 66,375 △35.6

各種二次加工製品の製造・加工・販売部門 8,283 △46.8

その他の部門 1,045 △33.3

合      計 75,705 △37.0

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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  (注)１.潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
  

 ２.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 
  

 ３.１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 154円67銭 123円25銭

１株当たり当期純損失（△） △53円37銭 △37円76銭

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 25,539 21,335

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 25,539 21,335

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数(千株)
165,116 173,107

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失（△）(百万円) △8,931 △6,410

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純損失（△）(百万円) △8,931 △6,410

期中平均株式数(千株) 167,344 169,778

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,993 4,399

受取手形 83 －

売掛金 6,605 10,249

商品及び製品 1,900 2,255

仕掛品 5,073 6,892

原材料及び貯蔵品 8,857 8,839

未収還付法人税等 1,008 －

未収入金 200 94

前払費用 148 187

繰延税金資産 1,244 732

短期貸付金 150 670

貸倒引当金 △6 △86

流動資産合計 33,259 34,235

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 12,826 12,029

構築物（純額） 1,785 1,961

機械及び装置（純額） 21,793 19,643

車両運搬具（純額） 112 81

工具、器具及び備品（純額） 644 593

土地 5,954 5,954

リース資産（純額） 9 15

建設仮勘定 411 298

有形固定資産合計 43,537 40,578

無形固定資産   

その他の施設利用権 151 128

無形固定資産合計 151 128

投資その他の資産   

投資有価証券 5,630 7,586

関係会社株式 1,329 1,249

長期貸付金 1,637 1,447

長期前払費用 608 1,155

その他 458 334

貸倒引当金 △30 △31

投資その他の資産合計 9,634 11,741

固定資産合計 53,322 52,449

資産合計 86,582 86,685
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,939 1,910

買掛金 7,256 11,778

短期借入金 17,368 15,130

1年内返済予定の長期借入金 5,051 4,739

1年内償還予定の社債 1,447 7,035

未払金 1,224 849

未払費用 592 705

未払法人税等 － 15

未払消費税等 144 72

預り金 39 30

賞与引当金 465 375

設備関係支払手形 426 208

リース債務 1 3

その他 27 47

流動負債合計 35,984 42,901

固定負債   

社債 13,692 6,657

長期借入金 9,053 13,002

退職給付引当金 3,236 3,394

リース債務 8 12

繰延税金負債 26 65

その他 13 10

固定負債合計 26,031 23,143

負債合計 62,016 66,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,982 12,982

資本剰余金   

資本準備金 7,256 7,256

資本剰余金合計 7,256 7,256

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 8,021 792

利益剰余金合計 8,021 792

自己株式 △3,106 △1,051

株主資本合計 25,154 19,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △584 675

繰延ヘッジ損益 △4 △15

評価・換算差額等合計 △588 660

純資産合計 24,565 20,640

負債純資産合計 86,582 86,685
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 110,522 71,256

売上原価   

製品期首たな卸高 5,397 1,900

当期製品製造原価 116,322 71,860

当期製品仕入高 244 130

その他 － 3

合計 121,965 73,895

製品期末たな卸高 1,900 2,255

売上原価合計 120,064 71,639

売上総損失（△） △9,541 △383

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,541 1,264

給料手当及び賞与 1,120 914

賞与引当金繰入額 116 59

退職給付引当金繰入額 218 318

福利厚生費 175 175

賃借料 521 410

減価償却費 34 5

研究開発費 510 450

外注費 171 134

役員報酬 295 193

その他 927 693

販売費及び一般管理費合計 5,635 4,621

営業損失（△） △15,176 △5,005

営業外収益   

受取利息 83 42

受取配当金 552 228

助成金収入 － 133

その他 262 200

営業外収益合計 898 606

営業外費用   

支払利息 841 756

社債利息 165 178

社債発行費 46 －

為替差損 213 252

その他 126 252

営業外費用合計 1,393 1,438

経常損失（△） △15,671 △5,838
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 12,052 －

投資有価証券売却益 466 486

受取保険金 300 －

特別利益合計 12,819 486

特別損失   

固定資産除却損 121 45

たな卸資産評価損 2,761 －

投資有価証券評価損 1,470 82

事務所移転費用 － 168

環境対策費 － 71

その他 － 47

特別損失合計 4,353 414

税引前当期純損失（△） △7,204 △5,766

法人税、住民税及び事業税 15 14

過年度法人税等戻入額 △18 －

法人税等調整額 316 512

法人税等合計 313 526

当期純損失（△） △7,517 △6,293
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,982 12,982

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,982 12,982

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,256 7,256

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,256 7,256

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 2,115 －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △2,115 －

当期変動額合計 △2,115 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 14,780 8,021

当期変動額   

剰余金の配当 △1,344 △503

当期純損失（△） △7,517 △6,293

固定資産圧縮積立金の取崩 2,115 －

自己株式の処分 △12 △432

当期変動額合計 △6,759 △7,228

当期末残高 8,021 792

利益剰余金合計   

前期末残高 16,896 8,021

当期変動額   

剰余金の配当 △1,344 △503

当期純損失（△） △7,517 △6,293

自己株式の処分 △12 △432

当期変動額合計 △8,875 △7,228

当期末残高 8,021 792

自己株式   

前期末残高 △2,765 △3,106

当期変動額   

自己株式の取得 △363 △1

自己株式の処分 21 2,056

当期変動額合計 △341 2,054

当期末残高 △3,106 △1,051
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 34,370 25,154

当期変動額   

剰余金の配当 △1,344 △503

当期純損失（△） △7,517 △6,293

自己株式の取得 △363 △1

自己株式の処分 9 1,624

当期変動額合計 △9,216 △5,174

当期末残高 25,154 19,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,623 △584

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,207 1,259

当期変動額合計 △2,207 1,259

当期末残高 △584 675

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 44 △4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 △10

当期変動額合計 △48 △10

当期末残高 △4 △15

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,668 △588

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,256 1,248

当期変動額合計 △2,256 1,248

当期末残高 △588 660

純資産合計   

前期末残高 36,038 24,565

当期変動額   

剰余金の配当 △1,344 △503

当期純損失（△） △7,517 △6,293

自己株式の取得 △363 △1

自己株式の処分 9 1,624

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,256 1,248

当期変動額合計 △11,472 △3,925

当期末残高 24,565 20,640
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１．新任監査役候補 

   高橋 邦夫  監査役(常勤) (現 ㈱近畿大阪銀行 常勤監査役) 

   なお、候補者は会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

２．退任予定監査役 

   望月 和範  (現 監査役(非常勤)） 

※なお、退任予定取締役につきましては、平成22年3月18日付にて開示済であります。    

6. その他

(1) 役員の異動(平成22年６月24日付)
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