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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (1) 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 11,364 31.1 389 ― 412 ― 230 ―

22年３月期第２四半期 8,670 △34.5 △77 ― △40 ― △22 ―

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 10 26  ―

22年３月期第２四半期 △1 01  ―

 (2) 財政状態

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 18,800 11,079 58.9 494 40

22年３月期 18,430 11,121 60.3 496 22

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 11,079百万円 22年３月期 11,121百万円

2. 配当の状況

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   ―   ―  ― 7 00 7 00

23年３月期   ―   ―

23年３月期(予想)  ― 7 00 7 00

3. 平成23年３月期の業績予想（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)

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 23,000 17.5 710 254.4 750 157.4 400 119.9 17 84



  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 

 
(注) 「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

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財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

せん。 

  

１．平成22年５月14日に公表しました通期業績予想は、本資料において見直しをしております。 

２．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】P.2「1.当四半期の業績等に関する定性的情報

(3) 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】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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 22,558,063株 22年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 147,516株 22年３月期 146,361株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 22,411,038株 22年３月期２Ｑ 22,416,084株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、中国など新興国を中心とした世界経済の回復による輸
出の増加や政府による景気刺激策の効果等により、景況感に改善の兆しが見られましたが、景気刺激策
の効果一巡や円高などの影響も懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。
 このような状況下にあって、当第２四半期累計期間の当社の売上高は、113億6千4百万円と前年同四
半期比31.1％の増加となりました。 
 部門別の売上高では、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門では、71億7千9百万円
と前年同四半期比28.1％増加いたしました。 
 焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております製造部門の売上高は、焼入鋼帯につきましては、8億5
千9百万円と前年同四半期比41.2％増加いたしました。鈑金加工品につきましては、33億2千5百万円と
前年同四半期比35.4％増加いたしました。その結果、製造部門全体の売上高は41億8千4百万円と前年同
四半期比36.6％増加いたしました。 
 経常利益につきましては、4億1千2百万円となりました（前年同四半期は4千万円の経常損失）。ま
た、四半期純利益につきましては、2億3千万円となりました（前年同四半期は2千2百万円の四半期純損
失）。 

  

当第２四半期会計期間末の総資産は188億円（前事業年度末比3億7千万円増加）、負債の部合計77
億2千万円（前事業年度末比4億1千1百万円増加）となり、純資産の部合計は110億7千9百万円（前事
業年度末比4千1百万円減少）となりました。 

  

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より1億2千9百万円減少
し、40億8千7百万円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要
因は以下のとおりであります。 

  

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を4
億1千万円、非資金項目である減価償却費を2億7千1百万円計上したほか、仕入債務の増加3億5千6
百万円、売上債権の増加4億円、たな卸資産の増加3億2千4百万円、未払消費税等の減少1億6千2百
万円等の結果、1億6千4百万円の資金増加（前年同四半期は7億3千1百万円の資金増加）となりまし
た。 

  

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社出資金の払込に
よる支出5千5百万円、固定資産の取得5千6百万円等により1億2千6百万円の資金減少（前年同四半
期は8千8百万円の資金減少）となりました。 

  

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払1億5千7百
万円等により、1億6千8百万円の資金減少（前年同四半期は1億9千万円の資金減少）となりまし
た。 

  

経営環境等を勘案して、平成22年５月14日発表の通期業績予想を修正いたしました。 
  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

①当第２四半期会計期間末の財政状態

②当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況

（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）

(3) 業績予想に関する定性的情報
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たな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。 

  

減価償却の方法として、定率法を採用している固定資産については、事業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。 

  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタ
ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を計上しております。数理計算上の差異は年
間費用処理額を期間按分した額を計上しております。 

  

税金費用については、当事業年度の税引前当期純利益及びこれ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。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間より、「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。 
 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① たな卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 繰延税金資産の回収可能性の判断

④ 退職給付引当金の計算

⑤ 税金費用の計算

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,087,661 4,217,452

受取手形及び売掛金 6,859,521 6,458,639

商品及び製品 1,743,239 1,530,067

仕掛品 313,866 266,949

原材料及び貯蔵品 297,962 234,013

その他 206,637 175,600

貸倒引当金 △20,020 △8,360

流動資産合計 13,488,869 12,874,364

固定資産

有形固定資産 3,280,280 3,483,948

無形固定資産 52,935 52,230

投資その他の資産

投資有価証券 1,214,865 1,394,034

その他 776,715 639,041

貸倒引当金 △13,410 △13,410

投資その他の資産合計 1,978,171 2,019,666

固定資産合計 5,311,387 5,555,845

資産合計 18,800,256 18,430,210
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(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 5,746,462 5,390,112

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 185,396 21,727

未払消費税等 － 162,431

賞与引当金 180,000 150,000

役員賞与引当金 20,000 30,000

その他 321,351 297,299

流動負債合計 6,853,210 6,451,569

固定負債

退職給付引当金 603,601 622,419

役員退職慰労引当金 208,233 174,334

その他 55,487 60,793

固定負債合計 867,323 857,547

負債合計 7,720,533 7,309,117

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,469,608 1,469,608

利益剰余金 7,618,915 7,545,752

自己株式 △39,211 △39,004

株主資本合計 10,898,159 10,825,203

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 181,563 295,889

評価・換算差額等合計 181,563 295,889

純資産合計 11,079,723 11,121,092

負債純資産合計 18,800,256 18,430,210
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(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 8,670,316 11,364,542

売上原価 7,824,730 9,846,406

売上総利益 845,586 1,518,136

販売費及び一般管理費 922,689 1,128,655

営業利益又は営業損失（△） △77,103 389,480

営業外収益

受取利息及び配当金 14,537 13,667

助成金収入 16,426 －

その他 11,279 10,905

営業外収益合計 42,243 24,572

営業外費用

支払利息 2,098 1,820

為替差損 2,517 －

その他 1,042 －

営業外費用合計 5,658 1,820

経常利益又は経常損失（△） △40,518 412,233

特別利益

投資有価証券割当益 － 2,832

投資有価証券償還益 780 －

貸倒引当金戻入額 6 －

役員賞与引当金戻入額 6,350 －

その他 707 －

特別利益合計 7,844 2,832

特別損失

前期損益修正損 － 3,650

固定資産売却損 193 －

固定資産除却損 134 1,043

保険解約損 2,466 －

特別損失合計 2,794 4,693

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △35,468 410,372

法人税等 △12,828 180,327

四半期純利益又は四半期純損失（△） △22,639 230,044
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△35,468 410,372

減価償却費 309,890 271,727

貸倒引当金の増減額（△は減少） 340 11,660

賞与引当金の増減額（△は減少） △100,000 30,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,000 △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,511 △18,818

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,194 33,899

受取利息及び受取配当金 △14,537 △13,667

支払利息 2,098 1,820

固定資産売却損益（△は益） 193 －

固定資産除却損 134 1,043

投資有価証券償還損益（△は益） △780 －

投資有価証券割当益 － △2,800

売上債権の増減額（△は増加） △719,976 △400,882

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,466,718 △324,037

その他の流動資産の増減額（△は増加） 48,625 △30,696

仕入債務の増減額（△は減少） △265,468 356,350

未払消費税等の増減額（△は減少） 105,345 △162,431

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,842 14,439

その他 △78 △343

小計 726,170 167,637

利息及び配当金の受取額 14,537 13,667

利息の支払額 △2,023 △1,803

法人税等の支払額 △7,014 △16,800

法人税等の還付額 － 2,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 731,669 164,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △77,403 △56,148

固定資産の売却による収入 300 －

投資有価証券の取得による支出 △4,672 △4,456

投資有価証券の償還による収入 4,808 －

関係会社出資金の払込による支出 － △55,764

貸付けによる支出 △25,045 △5,250

貸付金の回収による収入 2,322 2,749

その他 11,464 △7,308

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,225 △126,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △10,926 △11,315

自己株式の取得による支出 △641 △206

配当金の支払額 △178,768 △157,045

財務活動によるキャッシュ・フロー △190,336 △168,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 453,107 △129,791

現金及び現金同等物の期首残高 2,089,576 4,217,452

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,542,684 4,087,661
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該当事項はありません。 

  

第１四半期会計期間より、「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。 

  

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諸表が入手可能であり、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、事業部門として、特殊帯鋼、普通鋼等を主とした鋼材の販売をする商事部門と、特殊帯鋼

を主原料とした焼入鋼帯及び鈑金加工品の生産をする製造部門とがあり、取扱う商品、製品について
商事部門、製造部門がそれぞれ戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社は販売・
生産体制を基礎とした商品、製品別セグメントから構成されており「商事部門」、「焼入鋼帯部門」
及び「鈑金加工品部門」の３つを報告セグメントとしております。 

  

（単位：千円）

 
  

（単位：千円） 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

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

（追加情報）

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

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

報告セグメント
合計

商事部門 焼入鋼帯部門 鈑金加工品部門

売上高

 外部顧客への売上高 7,179,716 859,327 3,325,498 11,364,542

 セグメント間の内部売上高又は振替高 804,424 83,365 3,236 891,026

計 7,984,140 942,693 3,328,734 12,255,568

セグメント利益 316,463 105,717 363,750 785,930

③ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項）

利益 金額

報告セグメント計 785,930

全社費用 (注） △ 396,449

四半期損益計算書の営業利益 389,480

(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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