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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 8,935 2.7 △786 ― △857 ― 925 ―
22年3月期第2四半期 8,702 △48.7 △1,320 ― △1,414 ― △1,965 ―

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 30.81 ―
22年3月期第2四半期 △65.40 ―

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 15,963 2,686 16.8 89.43
22年3月期 21,730 1,915 8.1 58.35

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,686百万円 22年3月期  1,753百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― ― ―

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 17,000 △5.6 △550 ― △650 ― 1,550 121.4 51.60



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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  無  
（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財
務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料における予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性が
あります。 
2.平成23年３月期の配当予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であり、業績の不特定要素も多いことから現時点におきましては未定とさせて
いただきます。予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 1社 （社名 EXCEL RIM SDN.BHD. ）

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 30,080,000株 22年3月期  30,080,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  40,623株 22年3月期  34,642株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 30,042,115株 22年3月期2Q 30,049,039株



  

  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  2

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  2

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  2

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  2

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7



（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のわが国経済は、新興国向け輸出関連を中心とした企業業績の回復が牽引となり、一部

立ち直りの兆しが見られるものの、欧米の景気回復懸念や、厳しい雇用環境、円高・株安、デフレ経済の進行等への

不安から先行き不透明な状況が続いております。  

  鉄鋼業界におきましては、粗鋼生産量は回復基調にあるものの、円高傾向による輸出向け需要に不透明感が出てい

るほか国内でも自動車など製造業向けを中心に頭打ち懸念が出てきております。 

  このような経済状況に対処すべく、当社グループは、鉄鋼製品事業においては、昨年度断行した構造改革により身

軽な体制で、特長商品・サービスの拡充・拡販に取り組んでまいりましたが、需要回復のテンポが想定より遅く厳し

い状況が続いております。加えて構造改革に伴う滞留在庫の評価引下等も実施いたしました。また、モーターサイク

ル関連部品事業においても、主力とする日米欧市場の需要は底を打ったものの、回復の力は弱く、厳しい状況が続い

ております。 

  なおモーターサイクル関連部品事業につきましては、平成22年５月14日付「子会社の会社分割（吸収分割）ならび

に事業承継孫会社２社の株式の譲渡に関するお知らせ」のとおり、平成22年７月１日に会社分割を行い、平成22年８

月２日付けで株式譲渡が完了いたしました。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は8,935百万円（前年同期比2.7％増）、営業損失786百万円（前年

同期営業損失1,320百万円）、経常損失857百万円（前年同期経常損失1,414百万円）となりました。 

 これに平成21年12月24日付及び平成22年８月30日付「固定資産の譲渡に関するお知らせ」で発表した固定資産売却

益3,624百万円と上記記載の会社分割ならびに株式譲渡に伴う事業整理損607百万円等の特別損失を加え、法人税等の

調整を行い、四半期純利益は925百万円（前年同期四半期純損失1,965百万円）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における資産総額は15,963百万円となり、前連結会計年度末より5,766百万円減少いたしました。

これは主に現金及び預金ならびに商品及び製品等の流動資産の減少によるものです。  

 負債総額は13,277百万円となり、前連結会計年度末より6,538百万円減少いたしました。これは主に設備関係支払

手形、前受金ならびに支払手形及び買掛金等の流動負債と長期借入金等の固定負債が減少したことによるものです。

 純資産につきましては、2,686百万円となり前連結会計年度末より771百万円増加いたしました。これは主に利益剰

余金の増加によるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想の当四半期における修正につきましては、平成22年10月29日発表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。また、個別業績予想の当四半期における修正につきましても合わせてご参照ください。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第２四半期連結会計期間より、EXCEL RIM SDN.BHD.についてはその株式譲渡に伴い、連結範囲から除外してお

ります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用） 

 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。 

 これにより当第２四半期連結累計期間における営業利益、経常利益がそれぞれ0百万円減少し、税金等調整前

四半期純利益が22百万円減少しております。  
  

（「企業結合に関する会計基準」等の適用） 

 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

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



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。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  



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 1,369 3,614

受取手形及び売掛金 3,864 4,220

商品及び製品 1,241 2,349

仕掛品 1,161 1,509

原材料及び貯蔵品 1,039 1,049

その他 1,151 1,378

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 9,823 14,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,589 2,285

機械装置及び運搬具（純額） 3,419 4,189

その他（純額） 706 695

有形固定資産合計 5,715 7,169

無形固定資産   

のれん － 67

その他 47 70

無形固定資産合計 47 137

投資その他の資産   

その他 384 319

貸倒引当金 △6 △15

投資その他の資産合計 377 304

固定資産合計 6,140 7,612

資産合計 15,963 21,730



（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   

支払手形及び買掛金 4,673 5,746

短期借入金 4,896 5,774

未払法人税等 450 45

賞与引当金 89 100

事業再構築引当金 32 53

その他 662 3,854

流動負債合計 10,805 15,576

固定負債   

長期借入金 1,182 2,668

退職給付引当金 812 1,101

役員退職慰労引当金 55 132

資産除去債務 29 －

その他 391 336

固定負債合計 2,471 4,239

負債合計 13,277 19,815

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,504 1,504

利益剰余金 1,205 267

自己株式 △5 △5

株主資本合計 2,704 1,766

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 3

為替換算調整勘定 △17 △16

評価・換算差額等合計 △17 △13

少数株主持分 － 161

純資産合計 2,686 1,915

負債純資産合計 15,963 21,730



（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 8,702 8,935

売上原価 8,755 8,648

売上総利益又は売上総損失（△） △52 286

販売費及び一般管理費 1,268 1,073

営業損失（△） △1,320 △786

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 4 1

受取技術料 25 20

助成金収入 58 20

その他 18 12

営業外収益合計 107 56

営業外費用   

支払利息 174 101

持分法による投資損失 － 6

その他 26 19

営業外費用合計 201 127

経常損失（△） △1,414 △857

特別利益   

固定資産売却益 － 3,624

特別利益合計 － 3,624

特別損失   

固定資産除却損 17 48

工場再編費用 34 －

事業再構築費用 1,669 －

事業整理損 － 607

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22

特別損失合計 1,721 678

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△3,136 2,088

法人税、住民税及び事業税 23 425

法人税等調整額 △1,192 740

法人税等合計 △1,169 1,166

少数株主損益調整前四半期純利益 － 921

少数株主損失（△） △1 △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,965 925



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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