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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 37,838 △22.7 △739 ― △1,163 ― △738 ―

21年3月期 48,925 △29.4 △1,232 ― △1,859 ― △1,703 ―

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 △11.03 ― △5.2 △2.0 △2.0

21年3月期 △25.43 ― △10.7 △2.9 △2.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  2百万円 21年3月期  1百万円

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 59,101 13,950 23.6 208.33
21年3月期 57,992 14,399 24.8 215.04

（参考） 自己資本   22年3月期  13,950百万円 21年3月期  14,399百万円

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 2,103 △1,158 △1,703 6,335
21年3月期 △910 △1,263 4,456 7,085

2.  配当の状況 

（注）23年３月期の配当につきましては、現時点で未定であります。 

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 ― 2.50 ― 0.00 2.50 167 ― 1.2
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

21,400 28.4 1,150 ― 900 ― 400 ― 5.97

通期 43,900 16.0 2,500 ― 1,950 ― 1,000 ― 14.93
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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、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご参照下さい。 

(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、26ページ「１株当たり情報」をご参照下さい。 

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 67,000,000株 21年3月期 67,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  39,838株 21年3月期  38,109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 30,792 △22.9 △1,030 ― △1,367 ― △922 ―

21年3月期 39,914 △31.1 △1,510 ― △1,911 ― △1,622 ―

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 △13.78 ―

21年3月期 △24.23 ―

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 51,157 13,237 25.9 197.69
21年3月期 49,846 13,948 28.0 208.30

（参考） 自己資本 22年3月期  13,237百万円 21年3月期  13,948百万円

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 

１．本資料に記載されている業績見直し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在入手している情報に基づいて作成したものであり、多分に不確実
な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、今後様々な要因により異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料４ペ
ージの「１．経営成績」をご参照下さい。 
２．次期の配当につきましては、添付資料６ページ「１．経営成績（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期配当」に記載のとおり、現時点では未定と
なっております。配当予想金額が開示可能となり次第、速やかに開示いたします。 

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

18,000 36.2 950 ― 750 ― 350 ― 5.23

通期 37,000 20.2 2,050 ― 1,600 ― 800 ― 11.95
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１．経営成績 

（１）連結経営成績に関する分析 

当連結会計年度のわが国経済は、一昨年の経済危機を起因とする大幅な需要の低下により、経済は大きく後退し、

輸出の激減に直面した国内企業は、設備投資の抑制、人員削減を余儀なくされました。しかし当連結会計年度の上

半期では、中国を中心とするアジア新興国の需要回復が国内需要の落ち込みを緩和し、鉱工業生産は平成21年３月

から増産に転じました。 

この間、国内でも景気対策としてエコカー減税・補助金やエコポイント制度の効果により、耐久財消費が高い伸

びを示し、期初から回復局面に移行いたしました。 

当ステンレス業界においては、アジア諸国を中心とした新興国の需要回復、流通を含めた在庫の適正化等の環境

改善は進んだもののニッケル価格は上昇に転じるなど依然不透明であります。 

このような状況の中で当社グループでは、前連結会計年度から全社員参加の費用削減活動の展開、棚卸資産の徹

底した適正化、新戦略商品である高精密バネＨＳ、ＨＡ仕上材の拡販、また試作サービスセンターの開設によるタ

イムリーなサンプル提供など拡販活動を実施してまいりました。海外拡販強化に向けては、海外子会社であるNIPPON 

KINZOKU(SINGAPORE)PTE.LTD.を販売へ特化させ、NIPPON KINZOKU(THAILAND)CO.,LTD.にその設備を移管し、生産を

集約したうえで成長著しいインド市場も視野に入れて開発技術者を新たに常駐させることで顧客への対応強化など

の施策を実施してまいりました。 

この結果、ＩＴ、デジタル機器などの情報家電、その周辺機器である電池、ハードディスクの需要回復に伴い、

それに使用される材料の旺盛な受注と、また海外向け自動車モール用材の新規受注などにより、下半期では生産、

販売数量ともにリーマンショック以前の前連結会計年度の第１四半期の月当たり平均に対し80％までに回復をいた

しております。 

しかしながら、当連結会計年度の上半期における受注量の低迷と前連結会計年度後半のニッケル価格下落に伴う

販売単価の低下の影響により、売上高は、前年同期と比べ110億８千６百万円（22.7%）減収の378億３千８百万円と

なりました。損益面につきましては、下半期黒字化いたしましたものの、上半期での受注低迷による高単価の原料

在庫の消化遅れの影響や生産量の減少に伴う固定費負担の増加が、販売原価を押し上げたことによる上半期の損失

を消すには至らず、前年同期と比べ営業損益は、４億９千３百万円改善したものの７億３千９百万円の損失、経常

損益は６億９千５百万円改善の11億６千３百万円の損失となり、当連結会計年度における当期純損益は、９億６千

４百万円改善の７億３千８百万円の損失となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

① みがき帯鋼部門 

冷間圧延ステンレス鋼帯につきましては、デジタルカメラなどの筐体用材料は依然需要は低迷しているものの当

社主要用途であるＩＴ、デジタル機器などの情報家電に使用されるハードディスク、コイン電池用材料については、

国内及び海外主要ユーザーの需要を確実に取り込んだ結果、前連結会計年度第１四半期の月当たり平均を上回る実

績となっております。 

また新戦略商品である高精密バネＨＳ、ＨＡ仕上材については、その機能、特性が評価されたことによって新規

受注を獲得いたしました。海外拡販につきましては、需要旺盛な中国向け自動車モール材の受注増加に加えて、今

後の成長が期待されるタイ向けの自動車部品についても前連結会計年度を上回る実績を上げることができました。 

みがき特殊帯鋼につきましては、自動車向け比率が高い状況下において上半期に大幅な自動車の生産台数の調整

が行われたため、受注量は低迷いたしましたが、下半期では一転、回復基調となり受注量は増加いたしました。 

また輸出比率の高い刃物につきましては、海外における住宅建設環境の悪化により前年度に比較し大きく減少い

たしました。 

マグネシウム合金帯につきましては、需要開拓のためプレゼンテーションを中心に積極的に活動いたしましたが、

主要用途であるノートパソコン向けの数量が減少いたしました。 

以上の結果、帯鋼部門におきましては、販売単価の下落、上半期の自動車向け需要の大幅な減少等の影響により、

売上高は前連結会計年度と比べて99億８千２百万円（24.1%）減収の314億２千７百万円、営業損益につきましては

前年同期と比べ２億８百万円減益の４千７百万円の利益となりました。 

 

② 加工品部門 

加工品部門におきましては、主要用途である建築用部材が依然低迷しておりますが、異形鋼においては、当社独自

の複合塑性加工技術を駆使したＯＡ機器向け部材の新規受注、また自動車用ベアリング部品が堅調に推移いたしまし

た。精密管では、環境配慮型ディーゼルエンジンの海外需要の増加に伴って、燃焼補助部品である耐熱精密管の需要

が増加いたしました。また光ファイバー保護管につきましては、新興国向けの新規需要が出ましたことから前年より

増販いたしました。 
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しかしながら加工品分野でも当連結会計年度上半期における受注量の減少と販売単価下落の影響により、売上高は

前連結会計年度と比べて11億４百万円（14.7%）減収の64億１千１百万円、営業損益につきましては前年同期と比べ

４億６千５百万円増益の２億３百万円の利益となりました。 

 

(次期の見通し) 

世界経済は、景気対策効果もあり緩やかに回復は見られ、またわが国経済も中国を中心としたアジア各国への輸出

の増加、鉱工業生産の持ち直し等により回復に向かっているものの、不安定な雇用情勢やデフレの進行等厳しい状況

が続くものと予想されます。 

当業界は、世界の資源価格は不安定になっており、ニッケルや鉄鉱石・原料炭等の原料価格の上昇が予測され、先

が読み難い状況が続きます。 

通期の連結業績については、売上高 439 億円、営業利益 25 億円、経常利益 19 億５千万円、当期純利益 10 億円、

また、個別業績については、売上高 370 億円、営業利益 20 億５千万円、経常利益 16 億円、当期純利益８億円を予想

しています。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ 11 億９百万円増加の 591 億１百万円となりました。一昨年

の米国発の金融危機による不況からの回復過程において、流動資産は、受取手形及び売掛金が 40 億２千１百万円の増

加となった一方、たな卸資産が製造コストの低下により 13 億６千４百万円の減少となったこと等により、16 億３百

万円増加しました。また、固定資産は、前連結会計年度に増加した資金負担軽減のため、設備投資を経営活動に有効

なものに絞り込み有形固定資産が９億５千１百万円減少した結果等により、４億９千３百万円減少しました 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ 15 億５千９百万円増加の 451 億５千１百万円となりました。これは主に、売

上高の増加に伴い支払手形及び買掛金が 37 億６千３百万円の増加となった一方、長短借入金が 16 億７千６百万円の

減少となったことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ４億４千９百万円減少の 139 億５千万円となりました。これは主に、当期純損

失が７億３千８百万円であった一方、その他有価証券評価差額金２億４千８百万円の増加となったことによるもので

す。 

以上の結果、自己資本比率は 23.6％（前連結会計年度末 24.8％）となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収支と投資活動による収

支を合わせると、９億４千４百万円の収入（前期 21 億７千４百万円の支出）であり、これに、財務活動による収支を

加味すると、７億５千９百万円の支出（前期 22 億８千１百万円の収入）となり、前連結会計年度末に比べ資金は７億

５千万円（10.6%）の減少となり、当連結会計年度末には 63 億３千５百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、21 億３百万円の収入（前期９億１千万円の支出）

となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が 12 億６千３百万円（前期 21 億７百万円の損失）、減価償却費

が 15 億７千５百万円（前期 15 億４千１百万円）であり、仕入債務の増加による収入 37 億５百万円、たな卸資産の減

少による収入 14 億７百万円等の収入があった一方、売上債権の増加による支出 39 億９千９百万円等の支出があった

ことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、11 億５千８百万円の支出（前期 12 億６千３百万円

の支出）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が 10 億７千２百万円（前期 10 億７千６百万円）等

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） 

  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、17 億３百万円の支出（前期 44 億５千６百万円の収

入）となりました。これは、短期借入金の純減による支出 14 億８千万円等によるものであります。 

 

（参考）当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

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

自己資本比率(％) 24.8 23.7 25.2 24.8 23.6 

時価ベースの自己資本比

率 

(％) 

32.5 47.0 24.3 13.3 20.1 

債務償還年数(年) 18.3 6.4 7.7 － 12.4 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ(倍) 
3.2 9.4 7.7 － 6.0 

   

自己資本比率：（純資産－新株予約権－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：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／利払い 

※ 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×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 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。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いにつきましては、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。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の利益配分につきましては、安定的かつ継続的な利益の還元を行うことを基本とし、業績や経済情勢などを勘

案し、収益の向上、財務体質の強化を図るとともに、安定的な配当水準の維持に努めております。 

当期の期末配当に関しましては、前連結会計年度後半からの業績悪化から当期下半期には黒字転換したものの、十

分な利益確保ができず、誠に遺憾ながら中間配当に引き続き、見送りとさせていただくことといたしました。 

次期の配当につきましては、今後の経営環境も極めて不透明なことから、現時点では未定とさせていただきます。 

配当予想金額が開示可能になり次第、速やかに開示いたします。 

 

 

（４）事業等のリスク 

 「経営成績」及び「財政状態」に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、 

以下のようなものがあります。 

 なお、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生に備えての対策を講じていく予定であります。 

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

① 景気変動について 

当社グループの製品は、直接あるいは顧客のマルチメディアメーカー及び自動車メーカーを通じて間接的に、全世

界の様々な市場で販売されております。従って、日本、北米、欧州、アジア等の主要市場における景気後退などは当

社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

   

② 金利及び為替の変動について 

当社グループは、海外売上高比率が 15.0％で、顧客を通じたものを含めると相当な比率となり、また、在外子会社

の財務諸表は現地通貨建で作成されているため、為替変動の影響を受けます。さらに、当社グループは、金利変動の

影響を受ける可能性もあります。従って、急激な金利及び為替相場の変動等が、当社グループの業績及び財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 新製品開発について 

当社グループは、魅力ある新製品を開発するため、継続的な研究開発投資を積極的に行っております。しかしなが

ら、技術の急速な進歩や顧客ニーズの変化により、期待通りに新製品開発が進まない場合、将来の成長と収益性を低

下させ、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 価格競争について 

当社グループが属しているステンレス業界における価格競争は激化しており、当社グループは高付加価値製品への

特化を図っておりますが、一般市況品市場では価格競争の影響を受けております。また、ユーザーからのコストダウ

ン要請や競合会社の参入攻勢などのため、今後一層の価格下落が予想されます。当社グループは、グローバルな視点

での収益・コストの構造改革を進めておりますが、これら販売価格の下落が、当社グループの業績及び財務状況に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 海外販売に潜在するリスクについて 

当社グループは、販売の一部を中国やアジア諸国並びに欧米諸国に対して行っております。これらの海外市場への

販売には、1)予期しない法律または税制の変更、2)不利な政治または経済要因、3)テロ、戦争、その他の社会的混乱

等のリスクが常に内在されております。これらの事象が起これば、当社の事業の遂行に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

⑥ 主原料の供給体制について 

当社グループは、主原料をグループ外の企業から供給を受けております。これらの供給元企業が、災害等の事由に

より、当社グループの必要とする数量を予定通り供給できない場合、生産遅延、販売機会損失等が発生し、当社グル

ープの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ 主原料の仕入価格の変動について 

当社グループが取扱う製品の主原料は、主にステンレス鋼でありますが、その中で特にニッケル系ステンレス鋼の

仕入価格は、ニッケルの国際市況の影響を受けております。従って、ニッケル市況高騰時の仕入価格上昇分を販売価

格に十分に転嫁できない可能性もあり、このような場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

 

⑧ 製品の欠陥について 

当社グループは、厳格な品質管理基準にのっとり各種の製品を製造しております。しかし、すべての製品について

欠陥がなく、将来的にリコールが発生しないという保証はありません。また、製造物責任賠償保険に加入しておりま
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すが、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。大規模なリコールや製造

物責任賠償につながるような製品の欠陥は、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を与え、それにより当

社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨ 知的財産について 

当社グループは、研究開発等によって得られた成果については、特許、意匠及び商標等産業財産権によるか当社独

自技術(ノウハウ)として当該技術の保護・管理を図っております。しかし、特定の地域においては産業財産権による

保護が充分でなく、第三者が当社グループの知的財産を使用し類似製品を製造することを効果的に防止できない可能

性があります。また、当社グループの将来の製品または技術が、他社の産業財産権を侵害しているとされる可能性が

あります。 

     

⑩ 公的規制について 

当社グループは、事業展開する各国において、事業・投資の許可、関税をはじめとする輸出入規制等、様々な政府

規制・法規制の適用を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの事業活動が制限され、

コストの増加につながる可能性があります。従って、これらの規制は当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及

ぼす可能性があります。 

 

⑪ 災害時のリスクについて 

当社グループでは、地震を含めた防災対策を徹底しており、過去の災害発生時にも事業への影響を最小限に止めた

実績があります。しかし、想定を超える大規模な災害が発生した場合には、停電またはその他の中断事象による影響

を完全に防止または軽減できない可能性があります。 

  

⑫ 人材の確保について 

新技術及び新商品の開発及び製造には、有能な技術者及び熟練技術者の確保が重要であります。当社グループでは、

有能な技術者の確保に注力し、また熟練技術者の育成を図っておりますが、有能な人材確保及び育成を継続できない

場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑬ 退職給付債務について 

当社グループの退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に基づいて算

出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、将来期間において認識

される費用及び債務に影響を及ぼし、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

      当社の企業集団は、当社と子会社７社及び関連会社１社で構成されており、冷間圧延ステンレス鋼帯、みがき特殊帯

鋼及び加工品の製造、販売のほか、これらに付帯する事業を営んでおります。当社グループ（当社、連結子会社、非連

結子会社及び持分法適用会社）の事業に係わる位置づけは、次のとおりであります。 

 

 

事  業  の  系  統  図 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※持分法適用会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外 

注 

加 

工 

製 
 
 
 
 
 

品 

得    意    先 

連結子会社 
 NIPPON KINZOKU 

(THAILAND)CO.,LTD. 
非連結子会社 

日金ヤマニ㈱ 

連結子会社 
日金スチール㈱ 

 NIPPON KINZOKU 
(SINGAPORE)PTE.LTD. 
㈱セフ 

当          社 

み が き 帯 鋼 加    工    品 

関連会社 
※播磨電子㈱ 

製 

品 

連結子会社 
日金電磁工業㈱ 

連結子会社 
 日金精整ﾃｸﾆｯｸｽ㈱ 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針  

当社グループは、 

① 社会との共生、地球環境の保護に努め、社会的責任を果たします。 

② 「象の歩む道」には踏み込まず、付加価値の高い製品で社会に貢献します。 

③ 技術の向上と革新を継続し、品質とサービスで、お客様のマインド・シェア No.1 を目指します 

④ 社員の個性を尊重し、自由闊達な風土のもと、活力ある会社を目指します。 

以上の経営方針のもと、いかなる環境の変化にも耐え得る個性的な企業体質の構築に努めます。 

 
 
 

（２）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、低成長下でも外部経済環境の影響を受けにくい強い企業体質の構築を目指して、高付加価値製品

への特化、新製品・新用途の開発への積極的な取り組み、財務体質の強化を基本課題と認識し、高収益体質を構築し

継続的発展を果たす所存であります。 

 
 
 

（３）会社の対処すべき課題 

わが国経済は引き続き回復傾向を示していくと考えられますが、需要を牽引してきた自動車補助金優遇制度が本年

9月に解除なるなど、一時的に踊り場となることが予想されます。 

当ステンレス業界においては、アジア諸国を中心とした新興国の需要回復、流通を含めた在庫の適正化等の環境改

善は進んだもののニッケル価格は依然不透明であり、加えて原燃料である石炭、鉄鉱石は、中国国内での使用量増加

に伴う需給バランスの変化により、大幅上昇が予想されるなど依然不安定な状況が続くと考えられます。 

このような中で早期に安定した収益を確保すべく帯鋼部門では、新戦略商品であるＨＳ、ＨＡ仕上材などの高精密

バネの拡販、顧客に密着した技術サービスの強化により、新たな付加価値をお客様と共創すべく活動をしてまいりま

す。海外拡販につきましては、昨年 10 月に発足した東南アジア戦略プロジェクトで決定した施策の完全実施を行う

ことで当社独自の販売システムの構築による高付加価値製品の販売体制の強化を図ってまいります。 

加工品部門におきましては、複合塑性加工技術の更なる向上により、既存品の拡販と異形鋼、計測機器など高付加

価値製品の拡販、また長期的な視野に立った開発アイテムの確実な受注の確保を目指してまいります。 

それに加えて前期から取り組んでおります全社員参加の費用削減活動を継続することにより企業体質の強化を図

ってまいります。 

 

 
 

（４）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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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 7,250 6,493 

受取手形及び売掛金 7,210 11,232 

商品及び製品 4,941 3,797 

仕掛品 2,775 2,613 

原材料及び貯蔵品 963 905 

繰延税金資産 558 747 

その他 875 383 

貸倒引当金 △24 △18 

流動資産合計 24,551 26,155 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,769 4,469 

機械装置及び運搬具（純額） 7,502 6,779 

土地 16,632 16,628 

建設仮勘定 139 316 

その他（純額） 566 466 

有形固定資産合計 29,610 28,659 

無形固定資産 357 324 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,642 1,991 

長期貸付金 58 2 

繰延税金資産 1,423 1,609 

その他 417 429 

貸倒引当金 △69 △69 

投資その他の資産合計 3,472 3,962 

固定資産合計 33,440 32,946 

資産合計 57,992 59,101 
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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 7,728 11,492 

短期借入金 13,817 12,841 

リース債務 10 23 

未払法人税等 35 74 

繰延税金負債 32 － 

賞与引当金 313 266 

その他 1,955 1,477 

流動負債合計 23,893 26,176 

固定負債   

長期借入金 13,280 12,579 

リース債務 33 63 

繰延税金負債 38 17 

退職給付引当金 2,210 2,186 

再評価に係る繰延税金負債 4,035 4,034 

負ののれん 0 － 

その他 99 94 

固定負債合計 19,699 18,975 

負債合計 43,592 45,151 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,857 6,857 

資本剰余金 986 986 

利益剰余金 1,750 1,012 

自己株式 △7 △8 

株主資本合計 9,585 8,848 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74 322 

土地再評価差額金 4,855 4,854 

為替換算調整勘定 △116 △75 

評価・換算差額等合計 4,813 5,101 

純資産合計 14,399 13,950 

負債純資産合計 57,992 59,101 
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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 48,925 37,838 

売上原価 44,194 33,597 

売上総利益 4,731 4,240 

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 1,005 880 

役員報酬及び給料手当 2,630 2,157 

賞与引当金繰入額 128 76 

退職給付費用 195 208 

減価償却費 201 229 

貸倒引当金繰入額 － 20 

その他 1,802 1,406 

販売費及び一般管理費合計 5,963 4,979 

営業損失（△） △1,232 △739 

営業外収益   

受取利息 6 8 

受取配当金 68 42 

持分法による投資利益 1 2 

受取賃貸料 70 63 

スクラップ売却収入 31 23 

債務勘定整理益 26 － 

受取保険金 － 79 

その他 36 64 

営業外収益合計 241 285 

営業外費用   

支払利息 327 352 

賃貸費用 20 15 

退職給付費用 304 306 

為替差損 101 － 

その他 115 34 

営業外費用合計 868 709 

経常損失（△） △1,859 △1,163 
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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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 71 23 

特別利益合計 71 23 

特別損失   

固定資産売却損 6 1 

固定資産除却損 55 39 

減損損失 45 － 

投資有価証券評価損 205 71 

会員権評価損 － 10 

その他 6 － 

特別損失合計 319 122 

税金等調整前当期純損失（△） △2,107 △1,263 

法人税、住民税及び事業税 34 71 

法人税等調整額 △438 △596 

法人税等合計 △404 △524 

当期純損失（△） △1,703 △738 

日本金属㈱（5491）平成22年３月度決算短信

－13－



(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 6,857 6,857 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,857 6,857 

資本剰余金   

前期末残高 986 986 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 986 986 

利益剰余金   

前期末残高 3,793 1,750 

当期変動額   

剰余金の配当 △334 － 

当期純損失（△） △1,703 △738 

土地再評価差額金の取崩 △4 1 

当期変動額合計 △2,042 △737 

当期末残高 1,750 1,012 

自己株式   

前期末残高 △6 △7 

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 △7 △8 

株主資本合計   

前期末残高 11,629 9,585 

当期変動額   

剰余金の配当 △334 － 

当期純損失（△） △1,703 △738 

自己株式の取得 △1 △0 

土地再評価差額金の取崩 △4 1 

当期変動額合計 △2,043 △737 

当期末残高 9,585 8,848 
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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 711 74 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △637 248 

当期変動額合計 △637 248 

当期末残高 74 322 

土地再評価差額金   

前期末残高 4,850 4,855 

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 4 △1 

当期変動額合計 4 △1 

当期末残高 4,855 4,854 

為替換算調整勘定   

前期末残高 182 △116 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △298 40 

当期変動額合計 △298 40 

当期末残高 △116 △75 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,744 4,813 

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 4 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △935 289 

当期変動額合計 △930 288 

当期末残高 4,813 5,101 

純資産合計   

前期末残高 17,374 14,399 

当期変動額   

剰余金の配当 △334 － 

当期純損失（△） △1,703 △738 

自己株式の取得 △1 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △935 289 

当期変動額合計 △2,974 △449 

当期末残高 14,399 13,950 
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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（△） △2,107 △1,263 

減価償却費 1,541 1,575 

減損損失 45 － 

長期前払費用償却額 37 18 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △72 △5 

賞与引当金の増減額（△は減少） △183 △47 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △201 △22 

受取利息及び受取配当金 △75 △51 

支払利息 327 352 

受取保険金 － △79 

為替差損益（△は益） 54 4 

持分法による投資損益（△は益） △1 △2 

有形固定資産売却損益（△は益） 6 1 

有形固定資産除却損 55 39 

投資有価証券評価損益（△は益） 205 71 

会員権評価損 － 10 

売上債権の増減額（△は増加） 9,822 △3,999 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,500 1,407 

仕入債務の増減額（△は減少） △11,346 3,705 

その他 △673 △1 

小計 △63 1,714 

利息及び配当金の受取額 79 50 

利息の支払額 △335 △351 

保険金の受取額 － 397 

法人税等の支払額 △591 △40 

法人税等の還付額 － 333 

営業活動によるキャッシュ・フロー △910 2,103 
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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) 

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 △1,076 △1,072 

有形固定資産の売却による収入 18 8 

投資有価証券の取得による支出 △17 △9 

投資有価証券の売却による収入 2 17 

関係会社株式の取得による支出 － △9 

貸付けによる支出 △10 － 

長期貸付金の回収による収入 65 － 

その他 △244 △93 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,263 △1,158 

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） 943 △1,480 

長期借入れによる収入 8,200 5,680 

長期借入金の返済による支出 △4,353 △5,876 

リース債務の返済による支出 △5 △22 

長期未払金の返済による支出 △2 － 

配当金の支払額 △325 △4 

自己株式の増減額（△は増加） △1 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,456 △1,703 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △103 9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,177 △750 

現金及び現金同等物の期首残高 4,907 7,085 

現金及び現金同等物の期末残高 7,085 6,335 
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(5)継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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 

(1) 子会社は全て連結しております。 

連結子会社数  6 社 

主要な連結子会社の名称 

日金スチ－ル(株)、日金電磁工業(株)、日金精整

テクニックス(株)  

 

なお、前連結会計年度まで連結子会社であった日鈞

鋼鉄（上海）有限公司は、平成 20 年４月 16 日付で

清算を結了しております。 

 

 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社数  6 社 

主要な連結子会社の名称 

日金スチ－ル(株)、日金電磁工業(株)、日金精整テ

クニックス(株) 

 

(2) 非連結子会社の名称 

日金ヤマニ（株） 

 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、

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）等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外

しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社の数及び会社名 

①  関連会社数  1 社 

② 関連会社名 

播磨電子(株) 

      

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用関連会社の名称 

播磨電子(株) 

 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の名称 

日金ヤマニ（株） 

 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金

等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 

     

決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

NIPPON KINZOKU (SINGAPORE) PTE.LTD.及び NIPPON 

KINZOKU (THAILAND) CO., Ltd.の決算日は、12 月 31

日であります。連結財務諸表を作成するに当たっては

同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整をして

おります。 
 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 

同 左 
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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) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日前 1 ヶ月の市場価格等の平均に基

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） 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

 

 

② デリバティブ 

時価法 

③ たな卸資産 

主として移動平均法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法） 

 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日公表分）

を適用しております。  

これにより営業損失、経常損失、税金等調整前当期純

損失がそれぞれ 1,102 百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は､当該箇所に記載

しております。 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定額法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額については、主と

して法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、償却年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。 

また、ソフトウェア（自社利用分）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。 

 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと

する定額法によっております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日前 1 ヶ月の市場価格等の平均に

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） 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

② デリバティブ 

同 左 

③ たな卸資産 

同 左 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

 

 

 

 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

 

 

 

 

 

 

③ リース資産 

同 左 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

期末現在に有する金銭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

による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同 左 
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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 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支払に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。 

 

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。 

なお、会計基準変更時差異については、主とし

て 15 年による按分額を費用処理しております。 

  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（10 年）に

よる定額法により費用処理しております。 

  数理計算上の差異については、各連結会計年度

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(10 年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処

理しております。 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

為替予約等が付されている外貨建金銭債権につい

ては、振当処理を行っております。 

また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引

については、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

デリバティブ取引（為替予約、金利スワップ取

引） 

            ヘッジ対象 

外貨建金銭債権、借入金の支払金利 

③ ヘッジ方針 

為替及び借入金の金利等の相場変動リスクを回避

するため、デリバティブ取引を行っております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

借入金の金利スワップ取引は、特例処理の要件を

満たしておりますので、決算日における有効性の評

価を省略しております。 

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権

は、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であり、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺

するものと想定することができる為、ヘッジの有効

性の評価を省略しております。 

 

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

 

 

② 賞与引当金 

同 左 

 

 

③ 退職給付引当金 

     同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

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。 

上記による損益に与える影響はありません。 

 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 同 左 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同 左 

 

            ヘッジ対象 

同 左 

   ③ ヘッジ方針 

同 左 

 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同 左 
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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 

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。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

        同 左 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

   のれん及び負ののれんは 5 年間で均等償却しており

ます。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

     同 左 

 

７．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

ない短期的な投資であります。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同 左 

 

 

(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 

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 

（リース取引に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第 13 号）（平成５年６月 17 日（企

業審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 改正）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

準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会

計士協会）、平成 19 年３月 30 日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

  上記による営業損失、経常損失、税金等調整前当期

純損失に与える影響はありません。 

 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

  当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し、連

結上必要な修正を行っております。 

  これによる営業損失、経常損失、税金等調整前当期

純損失損益に与える影響はありません。 

 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――― 
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表示方法の変更  

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 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

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）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」と掲記されていたものは、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 6,277 百万円、4,134

百万円、1,091 百万円であります。 

 

 

 

―――――――――― 

 

 
追加情報 

 

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） 

  当社及び国内連結子会社は、機械装置について平成 20

年度の法人税の改正による法定耐用年数の変更に伴い、

当連結会計年度より耐用年数の変更を行っております。 

  これによる当連結会計年度の営業損失、経常損失、税

金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。 

 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 連結財務諸表に関する注記 

  （開示の省略） 

   連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項 

  については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

  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） 

                         （単位：百万円） 

 みがき帯鋼 加工品 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

   売  上  高 

   (1) 外部顧客に対する売上高 

 

 

41,409 

 

 

7,515 

 

 

48,925 

 

 

― 

 

 

48,925 

   (2) セグメント間の内部売上高 

       又は振替高 
1,410 ― 1,410 (1,410) ― 

計 42,820 7,515 50,336 (1,410) 48,925 

   営 業 費 用  42,563 7,778 50,341 (184) 50,157 

   営業利益又は営業損失（△） 256 △262 △5 (1,226) △1,232 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 

 

   資       産 

 

 

36,797 

 

 

6,956 

 

 

43,754 

 

 

14,238 

 

 

57,992 

   減価償却費 1,126 316 1,442 98 1,541 

   資本的支出 910 280 1,190 311 1,502 

   (注)１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

       ２．各事業の主要な製品 

           (1)みがき帯鋼………冷間圧延ステンレス鋼帯及びみがき特殊帯鋼 

           (2)加工品……………型鋼製品、ステンレス精密細管等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,226 百万円であり、その主なも

のは、親会社本社の総務部門・財務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、14,238 百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現預金）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日公表）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、みがき帯鋼で営業利益が 833 百万円減少、加工品で営業損失が

269 百万円増加しております。 
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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） 

                          （単位：百万円） 

 みがき帯鋼 加工品 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

   売  上  高 

   (1) 外部顧客に対する売上高 

 

 

31,427 

 

 

6,411 

 

 

37,838 

 

 

― 

 

 

37,838 

   (2) セグメント間の内部売上高 

      又は振替高 
1,219 ― 1,219 (1,219) ― 

計 32,646 6,411 39,057 (1,219) 37,838 

   営 業 費 用 32,598 6,207 38,806 (228) 38,577 

   営 業 利 益又は営業損失（△） 47 203 251 (990) △739 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 

 

   資 産      38,906 7,016 45,923 13,178 59,101 

   減価償却費 1,149 294 1,444 131 1,575 

   資本的支出 487 82 569 64 634 

   (注)１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

       ２．各事業の主要な製品 

           (1)みがき帯鋼………冷間圧延ステンレス鋼帯及びみがき特殊帯鋼 

           (2)加工品……………型鋼製品、ステンレス精密細管等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、990 百万円であり、その主なもの

は、親会社本社の総務部門・財務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、13,178 百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券及び出資金）及び管理部門に係る資産

等であります。 

 

 

２．所在地別セグメント情報 

  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） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも 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。 

 

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

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも 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。 
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３．海外売上高 

  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） 

                                   （単位：百万円） 

 アジア その他の地域 計 

 

Ⅰ 海  外  売  上  高 

 

 

7,202 

 

 

497 

 

 

7,699 

 

 

Ⅱ 連  結  売  上  高 

 

― ― 

 

48,925 

 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
14.7% 1.0% 15.7% 

  (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.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    （１）アジア・・・・・・・・中国、タイ、シンガポール 

    （２）その他の地域・・・・・アメリカ 

   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） 

                                   （単位：百万円） 

 アジア その他の地域 計 

 

Ⅰ 海  外  売  上  高 

 

5,232 448 5,680 

 

Ⅱ 連  結  売  上  高 

 

― ― 37,838 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
13.8% 1.2% 15.0% 

(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.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    （１）アジア・・・・・・・・中国、タイ、シンガポール 

    （２）その他の地域・・・・・アメリカ 

   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。 
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(1 株当たり情報) 

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          215.04 円 

１株当たり当期純損失(△)       △25.43 円 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

１株当たり純資産額          208.33 円 

１株当たり当期純損失(△)       △11.03 円 

 

同 左 

 

   (注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 

 

 

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) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

(百万円) 
14,399 13,950 

普通株主に係る純資産額(百万円) 14,399 13,950 

普通株式の発行済株式数(千株) 67,000 67,000 

普通株式の自己株式数(千株) 38 39 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数(千株) 
66,961 66,960 

 

２．１株当たり当期純損失 

 

 

 

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) 

連結損益計算書上の当期純損失(△)  

(百万円) 
△1,703 △738 

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) 
△1,703 △738 

普通株式の期中平均株式数(千株) 66,963 66,960 

 

 

(重要な後発事象) 

      該当事項はありません。 

 

   (開示の省略) 

         リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、賃貸等不動産、関連当事者

との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示

を省略しております。 
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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 6,583 5,217 

受取手形 3,041 5,322 

売掛金 1,864 3,630 

製品 1,721 1,354 

仕掛品 2,714 2,588 

原材料 245 147 

貯蔵品 656 696 

前払費用 63 70 

繰延税金資産 483 731 

従業員に対する短期貸付金 10 6 

未収入金 600 503 

その他 434 171 

貸倒引当金 △8 △14 

流動資産合計 18,410 20,425 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,147 3,918 

構築物（純額） 303 275 

機械及び装置（純額） 7,380 6,668 

車両運搬具（純額） 10 6 

工具、器具及び備品（純額） 531 432 

土地 14,651 14,643 

建設仮勘定 139 316 

有形固定資産合計 27,164 26,261 

無形固定資産   

ソフトウエア 299 270 

その他 24 24 

無形固定資産合計 324 295 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,360 1,628 

関係会社株式 708 708 

出資金 58 48 

長期貸付金 37 2 

従業員に対する長期貸付金 33 27 

長期前払費用 17 40 

繰延税金資産 1,413 1,601 

長期未収入金 497 301 

その他 64 54 

貸倒引当金 △243 △237 

投資その他の資産合計 3,946 4,175 

固定資産合計 31,435 30,732 

資産合計 49,846 51,157 
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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 2,228 2,957 

買掛金 4,058 6,711 

短期借入金 4,510 4,510 

1年内返済予定の長期借入金 4,810 5,380 

リース債務 8 20 

未払金 569 395 

未払費用 38 67 

未払法人税等 21 30 

預り金 34 29 

前受収益 6 4 

賞与引当金 221 184 

従業員預り金 670 594 

設備関係支払手形 451 127 

その他 38 39 

流動負債合計 17,668 21,053 

固定負債   

長期借入金 11,970 10,590 

リース債務 29 57 

長期未払金 73 74 

退職給付引当金 2,121 2,109 

再評価に係る繰延税金負債 4,035 4,034 

固定負債合計 18,229 16,866 

負債合計 35,897 37,920 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,857 6,857 

資本剰余金   

資本準備金 986 986 

資本剰余金合計 986 986 

利益剰余金   

利益準備金 140 140 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,059 137 

利益剰余金合計 1,200 278 

自己株式 △7 △8 

株主資本合計 9,035 8,113 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56 268 

土地再評価差額金 4,855 4,854 

評価・換算差額等合計 4,912 5,123 

純資産合計 13,948 13,237 

負債純資産合計 49,846 51,157 

日本金属㈱（5491）平成22年３月度決算短信

－28－



(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 39,914 30,792 

売上原価 37,162 28,304 

売上総利益 2,752 2,488 

販売費及び一般管理費 4,263 3,518 

営業損失（△） △1,510 △1,030 

営業外収益   

受取利息 7 9 

受取配当金 115 35 

その他 294 373 

営業外収益合計 417 418 

営業外費用   

支払利息 214 257 

退職給付費用 279 284 

その他 322 214 

営業外費用合計 817 755 

経常損失（△） △1,911 △1,367 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 94 5 

特別利益合計 94 5 

特別損失   

固定資産売却損 6 1 

固定資産除却損 53 39 

減損損失 13 － 

貸倒引当金繰入額 17 － 

投資有価証券評価損 189 68 

子会社株式評価損 290 － 

会員権評価損 － 9 

特別損失合計 570 118 

税引前当期純損失（△） △2,387 △1,480 

法人税、住民税及び事業税 15 21 

法人税等調整額 △780 △579 

法人税等合計 △764 △557 

当期純損失（△） △1,622 △922 
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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 6,857 6,857 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,857 6,857 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 986 986 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 986 986 

資本剰余金合計   

前期末残高 986 986 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 986 986 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 107 140 

当期変動額   

剰余金の配当 33 － 

当期変動額合計 33 － 

当期末残高 140 140 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,055 1,059 

当期変動額   

剰余金の配当 △368 － 

当期純損失（△） △1,622 △922 

土地再評価差額金の取崩 △4 1 

当期変動額合計 △1,995 △921 

当期末残高 1,059 137 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,162 1,200 

当期変動額   

剰余金の配当 △334 － 

当期純損失（△） △1,622 △922 

土地再評価差額金の取崩 △4 1 

当期変動額合計 △1,962 △921 

当期末残高 1,200 278 
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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) 

自己株式   

前期末残高 △6 △7 

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 △7 △8 

株主資本合計   

前期末残高 10,999 9,035 

当期変動額   

剰余金の配当 △334 － 

当期純損失（△） △1,622 △922 

自己株式の取得 △1 △0 

土地再評価差額金の取崩 △4 1 

当期変動額合計 △1,963 △921 

当期末残高 9,035 8,113 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 662 56 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △605 211 

当期変動額合計 △605 211 

当期末残高 56 268 

土地再評価差額金   

前期末残高 4,850 4,855 

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 4 △1 

当期変動額合計 4 △1 

当期末残高 4,855 4,854 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,513 4,912 

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 4 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △605 211 

当期変動額合計 △601 210 

当期末残高 4,912 5,123 
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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) 

純資産合計   

前期末残高 16,512 13,948 

当期変動額   

剰余金の配当 △334 － 

当期純損失（△） △1,622 △922 

自己株式の取得 △1 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △605 211 

当期変動額合計 △2,564 △711 

当期末残高 13,948 13,237 
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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)重要な会計方針 

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 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日前 1 ヶ月の市場価格等の平均に基づ

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) 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(2)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

(3)その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日前 1 ヶ月の市場価格等の平均に基づ

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) 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法） 

 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日公表分）を適

用しております。 

これにより営業損失、経常損失、税引前当期純損失が

それぞれ 985 百万円増加しております。 

 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同 左 

 

 

          

 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。 

 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、償却年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

また、ソフトウェア（自社利用分）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。 

 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産 

リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロと

する定額法によっております。 

 

(4) 長期前払費用 

定額法によっております。 

なお、償却年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

 

 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

 

 

 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

 

 

 

 

 

 

(3) リース資産 

同 左 

 

 

 

 

(4) 長期前払費用 

同 左 
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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 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

期末現在に有する金銭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

より計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支払に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、期末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、期末に

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。 

なお、会計基準変更時差異については、15 年に

よる按分額を費用処理しております。 

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（10 年)による

定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生

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(10 年)による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま

す。 

 

          

 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同 左 

 

(3) 退職給付引当金 

同 左 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「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。 

上記による損益に与える影響はありません。 

 

５ ヘッジ会計の方法 
(1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワップ取引につ
いては、特例処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 

デリバティブ取引（金利スワップ取引） 
ヘッジ対象 

借入金の支払金利 
(3) ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避するため、デリバ
ティブ取引を行っております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 
借入金の金利スワップ取引は、特例処理の要件を

満たしているので、決算日における有効性の評価を
省略しております。 

 

５ ヘッジ会計の方法 
(1) ヘッジ会計の方法 

同 左 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 

同 左 
ヘッジ対象 

同 左 
(3) ヘッジ方針 

同 左 
 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 
同 左 

  

６ その他財務諸表作成の基本となる重要な事項 
(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。 

６ その他財務諸表作成の基本となる重要な事項 
(1)  消費税等の会計処理 

同 左 
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(6)重要な会計方針の変更 

 

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 

（リース取引に関する会計基準） 

当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第 13 号）（平成５年６月 17 日（企業審

議会第一部会）、平成 19 年３月 30 改正））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

適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計

士協会）、平成 19 年３月 30 日改正））を適用しており

ます。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

上記による営業損失、経常損失、税引前当期純損失に
与える影響はありません。 
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６.その他 

平成 22 年３月 25 日発表いたしました人事に加え、本日、以下の異動を内定いたしました。 

(1)新任社外監査役候補者 

氏 名 主な経歴 

境 洋介（サカイ ヨウスケ） 

昭和 61 年４月 新日本製鐵株式會社入社 

平成 12 年３月 同社ステンレス事業部ステンレス営業部鋼板輸出

グループリーダー 

平成 15 年 10 月 新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業

部海外営業室長 

平成 21 年４月 同社企画部長（現任） 

 

(2)補欠監査役候補者 

氏 名 現在の主たる職業 

古谷正和（フルヤ マサカズ） 当社監査役室長 

 

 (3)補欠社外監査役候補者 

氏 名 現在の主たる職業 

小川和洋（オガワ カズヒロ） 公認会計士、税理士、（小川和洋会計事務所） 

 

 (4)退任予定監査役 

氏 名 備 考 

石川健哉（イシカワ ケンヤ） 社外監査役 

 

注）１．各候補者は、平成 22 年６月 29 日開催予定の定時株主総会にて選任予定。 

  ２．退任予定監査役は、平成 22 年６月 29 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。 

以 上 
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