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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 61,504 21.8 5,183 682.9 5,142 643.0 3,283 604.3
22年3月期第2四半期 50,514 △23.5 662 △86.7 692 △86.7 466 △85.9

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

23年3月期第2四半期 32.58 ―

22年3月期第2四半期 4.63 ―

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

23年3月期第2四半期 122,145 77,803 62.4 756.55
22年3月期 117,293 75,011 62.6 729.20

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  76,227百万円 22年3月期  73,472百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

※配当予想の修正については、本日（平成22年10月28日）公表の「剰余金の配当および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

年間配当金

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

22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

23年3月期 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 122,000 14.5 7,100 103.9 7,000 108.9 3,800 75.3 37.71



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信【添付資料】３ページ「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 100,800,000株 22年3月期  100,800,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  43,000株 22年3月期  41,789株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 100,757,664株 22年3月期2Q 100,759,204株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日）におけるわが国経済は、輸出とエ

コカー減税やエコポイント制度など政策に支えられ、設備投資にも持ち直しの動きがみられました。しかしな

がら今後については、海外景気の下振れ懸念や為替、株価の変動等、景気下押しのリスクが強まっており、予

断を許さない状況にあります。 

鉄鋼業界は中国市場の需要に支えられ堅調に推移しましたが、先行きが不透明な状況です。 

このような中で当社は、前中期経営計画で強化した経営基盤をベースに今年度から３ヵ年の中期経営計画

「STEP UP 100」をスタートさせ、あらゆる部門の生産性向上、原価低減、グループ企業との連携、協業強化

を軸に、収益目標の達成に向けグループを挙げて取り組んでいます。 

以上の状況を受けて、第２四半期連結累計期間では、鋼板類が堅調に推移した結果、売上高は615億４百万

円、営業利益は51億83百万円、経常利益は51億42百万円、四半期純利益は32億83百万円を計上することができ

ました。 

 

第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

 

＜光学用機能フィルム＞ 

＜容器用機能フィルム＞ 

 

 

第２四半期連結累計期間（平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日）における事業別の概況は次のとおり

です。 

 

①鋼板関連事業 

売 上 高     504億 ８百万円 

営業利益      33億 33百万円 

＜缶用材料＞ 

飲料缶材は、第２四半期の記録的猛暑のプラス要因もありましたが、累計期間を通じては、国内景気低迷に 

よる第１四半期の売上減が響き前年同期をやや下回りました。食用缶材はほぼ前年並みとなり、工業用缶材は、

塗料・化学など産業用途が回復し、缶用材料全体では堅調に推移しました。 

＜その他の材料－電気・電子部品、電池材、自動車・産業機械部品、建築・家電向け＞ 

電気・電子部品向けは前半好調も、第２四半期に入りゲーム機やＯＡ機器用途の需要に陰りが見え始めまし

た。電池材は海外需要と新規ユーザーの獲得等により、前年同期を上回りました。 

自動車・産業機械向けは、自動車関連部品、産業機械用途が堅調に推移しましたが、第２四半期に入り自動

車関連部品はエコカー減税の終了により需要に影響が出始めました。 

建築・家電向けは、市場環境が厳しい中でユニットバス内装材・冷蔵庫扉材の当社のデザインが評価され 

好調に推移しました。 

 第２四半期連結累計期間の鋼板関連事業は、数量、収益の両面で堅調に推移しました。 

 

②機能材料関連事業 

売 上 高     81億 97百万円 

営業利益     12億 67百万円 

＜磁気ディスク用アルミ基板＞ 

磁気ディスク用アルミ基板は、世界的規模の需要低迷、円高の状況の中で、サーバー用需要が堅調に推移し

前年同期に比べやや上回りました。 

＜光学用機能フィルム＞ 

 光学用機能フィルムは、好調な需要と市場で優れた機能を認められたことにより、順調に推移しました。 

売 上 高  615億 ４百万円（前年同期比 21.8％増） 

営 業 利 益   51億 83百万円（前年同期比682.9％増） 

経 常 利 益   51億 42百万円（前年同期比643.0％増） 

四半期純利益   32億 83百万円（前年同期比604.3％増） 
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③その他事業 

売 上 高    42億 55百万円 

営業利益    ５億 91百万円 

＜梱包資材用帯鋼・機械器具・硬質合金＞ 

 梱包資材用帯鋼は、需要が好調に推移したことにより、前年同期を上回りました。 

コイル結束装置などの機械器具は、装置本体の売上は前年同期に比べ減少しましたが、部品の売上が好調に

推移したため全体としては前年同期を上回りました。 

硬質合金は、主力の射出成形機部品の需要が好調に推移し、プラスチック金型も好調であったため前年同期

を上回りました。 

 

 なお、各事業の売上高、営業損益は事業間の取引による金額を含んでおります。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ 48 億 51 百万円増加して、1,221 億 45 百万円となりました。このうち

流動資産は現金預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ70億59百万円増加しました。固定資産は、有

形固定資産が減少したこと、保有株式の時価の下落により投資有価証券が減少したこと等により、前連結会計

年度末に比べ22億８百万円減少しました。 

 負債は、未払法人税等、たな卸資産等の仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ20億60百万円

増加して443億42百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ27億91百万円増加して778億３百万円となりました。これはその他有

価証券評価差額金が減少したものの、利益剰余金が増加したこと等によるものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

売上高は、景気下降の影響を受けることが予想されるため減額し、利益面では高付加価値商品の比率が高く

なることが予想されることから、営業利益、経常利益をそれぞれ増額いたします。 

 

平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正 

 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

前回発表予想（Ａ）（平成22年７月29日発表） 122,600 7,000 6,900 3,800 37.71

今回発表予想（Ｂ） 122,000 7,100 7,000 3,800 37.71

増減額（Ｂ－Ａ） △600 100 100 0 

増減率（％） △0.5 1.4 1.4 － 

前期実績 106,588 3,482 3,350 2,168 21.52
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づく「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 21 年３月 24 日 内閣

府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「少数株主

損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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3. 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２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,888 13,987 

受取手形及び売掛金 23,022 22,074 

商品及び製品 11,567 10,764 

仕掛品 4,998 4,576 

原材料及び貯蔵品 7,647 6,601 

その他 3,587 3,637 

貸倒引当金 △388 △379 

流動資産合計 68,323 61,263 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,664 17,061 

機械装置及び運搬具（純額） 16,705 17,984 

土地 11,943 11,943 

建設仮勘定 921 663 

その他（純額） 1,395 1,471 

有形固定資産合計 47,630 49,124 

無形固定資産 658 678 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,806 3,428 

その他 2,767 2,838 

貸倒引当金 △40 △40 

投資その他の資産合計 5,533 6,227 

固定資産合計 53,822 56,030 

資産合計 122,145 117,293 
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,171 11,012 

短期借入金 19,033 19,100 

1年内償還予定の社債 5,000 － 

未払法人税等 1,835 126 

役員賞与引当金 － 61 

その他 4,690 4,997 

流動負債合計 42,732 35,298 

固定負債   

社債 － 5,000 

長期借入金 44 101 

退職給付引当金 451 454 

役員退職慰労引当金 21 22 

PCB対策引当金 328 328 

その他 763 1,077 

固定負債合計 1,610 6,984 

負債合計 44,342 42,282 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,040 5,040 

資本剰余金 6 6 

利益剰余金 71,744 68,763 

自己株式 △18 △18 

株主資本合計 76,772 73,792 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 218 587 

繰延ヘッジ損益 83 △36 

為替換算調整勘定 △847 △870 

評価・換算差額等合計 △545 △319 

少数株主持分 1,575 1,538 

純資産合計 77,803 75,011 

負債純資産合計 122,145 117,293 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 50,514 61,504 

売上原価 45,345 51,163 

売上総利益 5,169 10,340 

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 1,389 1,732 

給料及び手当 1,037 1,212 

退職給付引当金繰入額 121 127 

その他 1,960 2,084 

販売費及び一般管理費合計 4,507 5,157 

営業利益 662 5,183 

営業外収益   

受取利息 26 31 

受取配当金 64 77 

為替差益 3 － 

その他 139 89 

営業外収益合計 234 198 

営業外費用   

支払利息 166 132 

為替差損 － 54 

その他 37 52 

営業外費用合計 204 238 

経常利益 692 5,142 

特別利益   

固定資産売却益 140 － 

特別利益合計 140 － 

税金等調整前四半期純利益 832 5,142 

法人税等 402 1,812 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,330 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △36 47 

四半期純利益 466 3,283 
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 26,235 31,314 

売上原価 22,524 26,031 

売上総利益 3,711 5,282 

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 722 861 

給料及び手当 529 616 

退職給付引当金繰入額 61 62 

その他 1,002 1,099 

販売費及び一般管理費合計 2,316 2,640 

営業利益 1,394 2,642 

営業外収益   

受取利息 13 16 

受取配当金 1 1 

貸倒引当金戻入額 － 15 

その他 71 20 

営業外収益合計 87 54 

営業外費用   

支払利息 79 62 

為替差損 － 37 

その他 17 25 

営業外費用合計 96 125 

経常利益 1,385 2,570 

税金等調整前四半期純利益 1,385 2,570 

法人税等 531 883 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,687 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 29 △6 

四半期純利益 824 1,693 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 832 5,142 

減価償却費 3,089 3,031 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 9 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 504 294 

その他の引当金の増減額（△は減少） △54 △61 

受取利息及び受取配当金 △91 △109 

支払利息 166 132 

有形固定資産除却損 4 2 

有形固定資産売却損益（△は益） △138 △2 

投資有価証券評価損益（△は益） － 4 

売上債権の増減額（△は増加） △4,148 △933 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,000 △2,266 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,717 1,155 

その他 170 127 

小計 4,037 6,527 

利息及び配当金の受取額 90 110 

利息の支払額 △178 △143 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 388 △120 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,337 6,373 

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 △1,956 △1,676 

有形固定資産の売却による収入 162 3 

無形固定資産の取得による支出 △202 △54 

その他 △100 △223 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,097 △1,949 

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） △1,709 － 

長期借入金の返済による支出 △169 △108 

配当金の支払額 △302 △302 

少数株主への配当金の支払額 － △25 

その他 △10 △22 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,192 △458 

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 △64 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62 3,901 

現金及び現金同等物の期首残高 12,184 13,987 

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,247 17,888 
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

  鋼板関連事業………各種鋼板及びその加工品 

  機能材料関連事業…硬質合金、磁気ディスク用基板、機械器具等 

  化成品事業…………光学用機能フィルム、容器用機能フィルム 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

  鋼板関連事業………各種鋼板及びその加工品 

  機能材料関連事業…硬質合金、磁気ディスク用基板、機械器具等 

  化成品事業…………光学用機能フィルム、容器用機能フィルム 

  

(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】

鋼板関連事業 
(百万円)

機能材料 
関連事業 
(百万円)

化成品事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

20,981 4,681 571 26,235 ― 26,235

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1 ― 1 (1) ―

計 20,981 4,683 571 26,237 (1) 26,235

営業利益 860 289 243 1,394 0 1,394

鋼板関連事業 
(百万円)

機能材料 
関連事業 
(百万円)

化成品事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

41,388 8,082 1,044 50,514 ― 50,514

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 2 ― 2 (2) ―

計 41,388 8,085 1,044 50,517 (2) 50,514

営業利益又は営業損失(△) 381 △101 381 660 1 662
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  前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累

計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30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、シンガポール 

 (2)その他の地域……米国 

 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。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,981 904 4,886

Ⅱ 連結売上高(百万円) 26,235

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.2 3.4 18.6

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,730 2,068 8,798

Ⅱ 連結売上高(百万円) 50,514

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.3 4.1 17.4
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当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社は、製品の類似性により「鋼板関連事業」、「機能材料関連事業」及び「その他事業」の３つ

を報告セグメントとしております。 

「鋼板関連事業」では、鋼板及びその加工品である缶用材料、電気・電子部品用材料、建築・家電

用材料、自動車・産業機械部品用材料及びラミネート鋼板の材料である容器用機能フィルムを製造販

売しております。「機能材料関連事業」では、電子機器向けの素材である磁気ディスク用アルミ基板

及び光学用機能フィルムを製造販売しております。「その他事業」では、主に機械部品である梱包資

材用帯鋼、機械器具及び硬質合金を製造販売しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

 
  

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日） 

 
（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 

（注１）

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注２）鋼板関連事業

機能材料 
関連事業

その他事業 合計

売上高

 外部顧客への売上高 49,130 8,197 4,176 61,504 ― 61,504

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

1,278 ― 78 1,356 △1,356 ―

計 50,408 8,197 4,255 62,861 △1,356 61,504

セグメント利益 3,333 1,267 591 5,193 △9 5,183

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 

（注１）

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注２）鋼板関連事業

機能材料 
関連事業

その他事業 合計

売上高

 外部顧客への売上高 25,293 3,977 2,042 31,314 ― 31,314

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

636 ― 50 687 △687 ―

計 25,930 3,977 2,093 32,001 △687 31,314

セグメント利益 1,715 627 277 2,620 21 2,642
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第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30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、シンガポール 

 (2)その他の地域……米国 

 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。 

  

（追加情報）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

【参考情報】

海外売上高

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,027 2,335 13,363

Ⅱ 連結売上高(百万円) 61,504

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.9 3.8 21.7
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