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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 46,830 40.5 866 ― 130 ― △795 ―

22年3月期第2四半期 33,323 △58.4 △3,545 ― △3,901 ― △2,785 ―

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 △4.60 ―

22年3月期第2四半期 △16.74 ―

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 90,741 20,479 22.6 118.30
22年3月期 90,016 21,335 23.7 123.25

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  20,479百万円 22年3月期  21,335百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 1.00 ― 0.00 1.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 1.00 1.00

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  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 93,000 22.8 1,700 ― 600 ― △500 ― △2.89



(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 
 本四半期決算短信は、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、本四半期決算短信の開示時点において、同法に基づく四半期連
結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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。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.４ 「(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】P.５ 「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 177,215,809株 22年3月期  177,215,809株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  4,108,946株 22年3月期  4,108,264株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 173,107,036株 22年3月期2Q 166,446,998株
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当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結経営成績の概要は以下の通りです。 

  

■当上半期の経営環境 

当上半期における国内需要は、自動車・電気電子関連が堅調に推移したものの、建設用・設備投資

関連は全体に盛り上がりを欠く状況が続きました。また、販売業者向けの需要は、期初において、ス

テンレス市況の先高感による仮需もあり、一旦は盛り上がりを見せましたが、夏場以降、ステンレス

市況の落ちつきとともに需要が減退いたしました。 

一方、輸出向け需要については、前期末からの海外ステンレス市況高騰を受けて、期初は順調にス

タートしましたが、５月のニッケル価格下落をきっかけに海外市況が急落し、量・価格の両面で大変

厳しい状況となりました。その後、ニッケル価格の回復に伴い、海外のステンレス需要は持ち直しま

したが、６月末以降の急激な円高による相対的な競争力低下のため、当社グループにとっては、逆風

下の受注環境が続きました。 

  

■当社グループの対応 

かかる需要環境下、当社グループでは、黒字回復を目指し「マージン（製品価格－原料価格）の改

善策」及び「コスト削減策」を掲げ（平成22年３月期 決算短信 記載）、これを強力に推進してま

いりました。 

 ①「マージンの改善」につきましては、製品別採算管理を徹底し、当社独自の高採算製品の積極展

開を図りました。精密圧延品の販売展開では、自動車・電気電子関連向け材料を中心に海外への拡販

に注力し、輸出販売数量は前年同期比138％程度増加、国内販売数量においても同95％程度増加いた

しました。また、鋼管製品につきましても、積極的な営業展開を背景に販売数量は前年同期比25％程

度増加しております。 

 ②「コスト削減」につきましては、緊急収益改善策の継続及び追加コスト削減策をグループ一丸と

なり推進した結果、前年同期比では３億円程度のコスト削減となりました。 

 ③内外需の環境が大きく後退する中、①②の経営改善策の実行を徹底した結果、半期ベースでは、

平成21年３月期第２四半期以来の黒字回復（営業利益・経常利益）を実現いたしました。 

  

■売上高 

第２四半期連結累計期間の当社の設備稼働率（売上量ベース）は、後半の需要環境の後退により、

70％強の水準に留まりましたが、国内販売数量は、前年同期比49％程度増加し、売上高は同79％増加

の334億円となりました。一方、輸出販売数量につきましては、急激な円高による採算悪化を 小限

に留めるべく、汎用品の受注を大幅に抑制した結果、同28％程度の減少、売上高は同9％減少の133億

円となりました。この結果、売上高合計では、前年同期比40%増加し468億円となりました。 

  

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
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■営業利益・経常利益 

販売数量の回復、販売価格の是正、製品別採算管理の徹底に加え安価原料の使用促進等による「マ

ージンの改善」及び緊急収益改善策の徹底による「低コスト構造の確立」は、需要環境の悪化による

業績の下ぶれをカバーし、当第２四半期連結累計期間の営業利益は前年同期比44億円改善の８億円、

経常利益につきましても同40億円改善の１億円と、いずれも黒字化となりました。 

  

■四半期純損失（△） 

投資有価証券評価損（８億円）等を計上し、当第２四半期連結累計期間の四半期純損失は７億円と

なりましたが、前年同期比では19億円の赤字幅縮小となりました。 

なお、計上いたしました投資有価証券評価損の８億円につきましては、洗い替え処理にて当第３四

半期期首において戻入れ処理(益)を行います。 

  

  

■資産 

総資産は、前連結会計年度末に比べて７億円増加し907億円となりました。増減の内訳については

以下の通りです。 

①流動資産 

「現金及び預金」が12億円増加、「受取手形及び売掛金」が18億円減少、「商品及び製品」等の

棚卸資産が30億円、「その他流動資産」が８億円それぞれ増加した結果、流動資産は前連結会計年

度末に比べて32億円増加の408億円となりました。 

②固定資産 

「有形固定資産」については、設備投資を８億円実施し、減価償却費を24億円計上した結果、前

連結会計年度末に比べて17億円減少し405億円となりました。「投資その他の資産」については、

株価の下落に伴い投資有価証券評価損（８億円）を計上したこと等により、同８億円減少し91億円

となりました。 

この結果、固定資産は前連結会計年度末に比べて25億円減少し498億円となりました。 

  

■負債 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて15億円増加し702億円となりました。増減の内訳について

は以下の通りです。 

①流動負債 

「支払手形及び買掛金」が10億円減少、「短期借入金」が21億円増加、「１年内償還予定の社

債」が３億円、「未払金」が３億円それぞれ減少した結果、流動負債は前連結会計年度末に比べて

３億円増加し456億円となりました。 

②固定負債 

「社債」が51億円減少、「長期借入金」が62億円増加した結果、固定負債は前連結会計年度末に

比べて12億円増加し246億円となりました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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■純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて８億円減少となる204億円となりました。 

この結果、自己資本比率は、同1.1ポイントダウンの22.6％となりました。増減の内訳については

以下の通りです。 

①株主資本 

「利益剰余金」が前連結会計年度末に比べて７億円減少していますが、当第2四半期連結累計期

間における純損失７億円によるものです。 

②評価・換算差額等 

「その他有価証券評価差額金」が前連結会計年度末に比べて２億円減少、「為替換算調整勘定」

が１億円増加したこと等により、評価・換算差額等は前連結会計年度末と同額の２億円となりまし

た。 

  

■キャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況の概要は以下の通りです。 

①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損失(△７億円)、減価償却費(24億円)、売上債権の減少(18億円)、棚卸資

産の増加(△30億円)及び仕入債務の減少(△12億円)等の結果、８億円の支出となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得(△10億円)による支出、投資有価証券の売却(２億円)等の結果、８億円の支

出となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増加(８億円)、長期借入金の返済(△21億円)及び借入（96億円）、社債の償還（△

54億円）等の結果、29億円の収入となりました。 

  

以上の結果、「現金及び預金」残高は、前連結会計年度末に比べて12億円増加の64億円、有利子負

債は、同29億円増加の512億円となりました。 

  

平成23年３月期の通期業績につきましては、下半期における経営環境の大幅な好転は見込めないと

の前提で、改めて業績予想の算出を行ない、平成22年10月25日に発表しております。当社グループで

は、引き続き経営改善に全力で注力し、通期での黒字幅拡大を目指す所存です。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

《簡便な会計処理》 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等に

前連結会計年度末以降における変化の影響を加味する方法によっております。 

  

《特有の会計処理》 

該当事項はありません。 

  

《会計方針の変更》 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第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。 

 これによる連結財務諸表等に与える影響は軽微であります。 

  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24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ありません。 

  

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12

月26日)、「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)、「『研究開

発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準第７号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準

第16号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。 

 なお、上記基準等に該当する事項はありません。 

  

《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)の適用に伴い、当第２四半期連結

累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」及び「少数株主損失(△)」の科目で表示して

おります。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 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 
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 6,478 5,201

受取手形及び売掛金 8,542 10,418

商品及び製品 5,674 3,944

仕掛品 8,145 7,364

原材料及び貯蔵品 9,634 9,125

繰延税金資産 857 860

その他 1,522 667

貸倒引当金 △9 △20

流動資産合計 40,845 37,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,653 14,119

機械装置及び運搬具（純額） 20,037 21,233

土地 5,954 5,954

建設仮勘定 289 299

その他（純額） 640 680

有形固定資産合計 40,575 42,287

無形固定資産 170 139

投資その他の資産   

投資有価証券 7,067 8,219

繰延税金資産 219 248

その他 1,898 1,596

貸倒引当金 △35 △36

投資その他の資産合計 9,149 10,028

固定資産合計 49,895 52,454

資産合計 90,741 90,016
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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 
連結貸借対照表 

(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 13,068 14,083

短期借入金 23,657 21,532

1年内償還予定の社債 6,735 7,035

未払金 533 854

未払法人税等 36 39

未払費用 767 842

賞与引当金 470 474

その他 332 379

流動負債合計 45,601 45,241

固定負債   

社債 1,540 6,657

長期借入金 19,290 13,002

退職給付引当金 3,744 3,691

繰延税金負債 61 65

その他 24 23

固定負債合計 24,660 23,440

負債合計 70,262 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 1,052 1,848

自己株式 △1,051 △1,051

株主資本合計 20,239 21,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 442 673

繰延ヘッジ損益 5 △27

為替換算調整勘定 △209 △347

評価・換算差額等合計 239 299

純資産合計 20,479 21,335

負債純資産合計 90,741 90,016
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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 33,323 46,830

売上原価 33,859 43,142

売上総利益又は売上総損失（△） △535 3,688

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 808 894

給料及び賞与 502 524

賞与引当金繰入額 183 133

退職給付費用 170 156

その他 1,343 1,113

販売費及び一般管理費合計 3,009 2,822

営業利益又は営業損失（△） △3,545 866

営業外収益   

受取利息 0 2

受取配当金 116 68

投資有価証券売却益 － 63

持分法による投資利益 70 －

助成金収入 92 21

その他 152 118

営業外収益合計 430 274

営業外費用   

支払利息 461 559

為替差損 207 251

持分法による投資損失 － 69

その他 118 128

営業外費用合計 787 1,009

経常利益又は経常損失（△） △3,901 130

特別利益   

投資有価証券売却益 474 －

特別利益合計 474 －

特別損失   

固定資産除却損 34 15

投資有価証券評価損 － 833

事務所移転費用 164 －

その他 － 17

特別損失合計 199 866

税金等調整前四半期純損失（△） △3,626 △735

法人税、住民税及び事業税 26 30

法人税等調整額 △867 29

法人税等合計 △841 60

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △795

少数株主損失（△） － －

四半期純損失（△） △2,785 △795
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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損失（△） △3,626 △735

減価償却費 2,421 2,434

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △208 △307

賞与引当金の増減額（△は減少） △58 △4

受取利息及び受取配当金 △114 △71

支払利息 461 559

有形固定資産除却損 34 15

投資有価証券売却損益（△は益） △474 △63

投資有価証券評価損益（△は益） － 833

移転費用 164 －

持分法による投資損益（△は益） △70 69

売上債権の増減額（△は増加） △1,730 1,872

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,633 △3,020

仕入債務の増減額（△は減少） 3,558 △1,288

その他 △342 △750

小計 △1,615 △468

利息及び配当金の受取額 230 163

利息の支払額 △405 △561

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,093 △11

移転費用の支払額 △29 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △726 △878

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 △8 △5

投資有価証券の売却による収入 980 257

有形固定資産の取得による支出 △1,097 △1,076

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △210 △14

その他 △46 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △382 △836

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） △3,153 860

長期借入れによる収入 8,000 9,680

長期借入金の返済による支出 △2,285 △2,127

社債の償還による支出 △630 △5,417

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の処分による収入 1,624 －

配当金の支払額 △333 △0

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,220 2,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,109 1,277

現金及び現金同等物の期首残高 9,192 5,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,302 6,478
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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） 

  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） 

  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) 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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