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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 54,516 12.3 829 274.2 788 478.1 637 709.0
22年3月期第2四半期 48,528 △31.8 221 △88.4 136 △92.7 78 △92.9

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 29.53 ―
22年3月期第2四半期 3.65 ―

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 45,879 12,732 27.8 589.93
22年3月期 45,723 12,532 27.4 580.69

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  12,732百万円 22年3月期  12,532百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 10.00 10.00

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 105,198 0.9 1,353 31.4 1,238 32.1 846 73.7 39.20



(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きの対象外ですが、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に対する四半期レビュー手続きは終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、
業績予想に関する事項につきましては、２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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 ―社 （社名 ）

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 22,207,000株 22年3月期  22,207,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  623,501株 22年3月期  624,253株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 21,582,994株 22年3月期2Q  21,583,962株
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（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におけるわが国経済は、緩やかな回復基調を辿り、夏場にかけてはエコカー補助金終

了前の駆け込み需要にも後押しされましたが、海外経済の減速や円高の進展を背景とした輸出の弱含みを主因とし

て、回復ペースは鈍化しております。 

 鉄鋼業界におきましては、好調なアジア向け輸出に支えられ、生産水準は金融危機直前の９割程度にまで回復

し、当年度の粗鋼生産は、前年同期比27.9％増の5,542万トンとなりました。 

 こうした状況下、当社グループでは従来からの持ち味である取引先密着型営業を担当者一人一人の創意工夫によ

って更なるレベルアップを目指すとともに、新規優良顧客の開拓にも積極果敢に取り組んでまいりました。 

 また、管理面におきましては、階層別に社内及び社外セミナーへ参加させるなど社員教育に力を注ぐ一方、より

厳格な内部統制の運用状況監査を実施し、社員育成、内部統制管理の充実を図ってまいりました。 

 以上の結果、第２四半期連結累計期間の売上高は、545億16百万円と前年同期間と比較して12.3％の増収とな

り、経常利益は478.1％増の7億88百万円、四半期純利益は709.0％増の6億37百万円と大幅な増益となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末と比較して１億55百万円増加し、458億79百万円となりました。そ

の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加６億60百万円、商品の増加15億15百万円、その他流動資産の増加１億15

百万円、現金及び預金の減少15億20百万円、有形固定資産の減少２億49百万円、投資有価証券の減少３億78百万円

であります。 

 負債は43百万円減少し、331億46百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加13億２百万

円、社債の増加10億円、長期借入金の増加２億円、短期借入金の減少22億円、その他流動負債の減少３億６百万円

であります。 

 純資産は１億99百万円増加し、127億32百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加４億21百万

円、その他有価証券評価差額金の減少２億21百万円であります。その結果、自己資本比率は27.8％となり、前連結

会計年度末と比較して0.4％上昇しました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、円高の影響により、景気が足踏み状態となり、回復の動きが鈍くなることが予想

されます。  

 鉄鋼業界におきましても、やはり円高の影響により、輸出に陰りが見えてくるものと予測されます。 

 このような状況下、当社グループにおける通期の業績予想は、エコカー補助金の打ち切りによる自動車生産及び

販売への影響が不透明であることから、平成22年７月２日に発表したとおりとしております。  

  

（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 

 簡便な会計処理  

  固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却及び除却の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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。 

  これによる損益の影響はありません。 

  

（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。  

  

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
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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：千円）

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 3,566,356 5,086,844

受取手形及び売掛金 26,804,218 26,143,837

商品 8,542,627 7,026,673

その他 286,781 170,876

貸倒引当金 △117,090 △107,379

流動資産合計 39,082,893 38,320,852

固定資産   

有形固定資産 4,068,970 4,318,585

無形固定資産 137,690 152,417

投資その他の資産   

投資有価証券 2,141,327 2,519,802

その他 516,539 501,679

貸倒引当金 △110,857 △114,977

投資その他の資産合計 2,547,009 2,906,504

固定資産合計 6,753,670 7,377,507

繰延資産 42,980 25,276

資産合計 45,879,544 45,723,636
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（単位：千円）

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 18,761,714 17,458,886

短期借入金 6,500,000 8,700,000

1年内償還予定の社債 2,000,000 2,000,000

未払法人税等 142,643 69,980

賞与引当金 166,405 174,464

その他 253,815 560,062

流動負債合計 27,824,579 28,963,393

固定負債   

社債 2,500,000 1,500,000

長期借入金 1,200,000 1,000,000

その他 1,622,255 1,727,375

固定負債合計 5,322,255 4,227,375

負債合計 33,146,834 33,190,769

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,310,000 2,310,000

資本剰余金 1,802,600 1,802,600

利益剰余金 7,804,585 7,383,357

自己株式 △185,585 △185,831

株主資本合計 11,731,600 11,310,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 384,350 605,980

土地再評価差額金 616,759 616,759

評価・換算差額等合計 1,001,110 1,222,740

純資産合計 12,732,710 12,532,867

負債純資産合計 45,879,544 45,723,636
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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：千円）

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 48,528,658 54,516,299

売上原価 46,493,503 51,811,584

売上総利益 2,035,154 2,704,714

販売費及び一般管理費 1,813,473 1,875,263

営業利益 221,680 829,451

営業外収益   

受取利息 1,783 1,573

受取配当金 17,750 18,439

仕入割引 20,398 20,328

持分法による投資利益 － 4,561

受取賃貸料 27,900 23,323

雑収入 16,124 15,210

営業外収益合計 83,958 83,436

営業外費用   

支払利息 90,654 67,935

売上割引 23,960 28,635

持分法による投資損失 22,958 －

賃貸費用 15,866 14,119

雑損失 15,803 13,713

営業外費用合計 169,243 124,403

経常利益 136,395 788,483

特別利益   

固定資産売却益 121 62,008

貸倒引当金戻入額 11,950 －

特別利益合計 12,071 62,008

特別損失   

固定資産売却損 100 －

固定資産除却損 414 714

投資有価証券評価損 － 9,800

ゴルフ会員権評価損 5,773 581

退職給付費用 240 2,695

事務所移転費用 － 3,880

特別損失合計 6,529 17,672

税金等調整前四半期純利益 141,938 832,818

法人税、住民税及び事業税 57,504 134,662

法人税等調整額 5,654 60,813

法人税等合計 63,158 195,476

少数株主損益調整前四半期純利益 － 637,342

四半期純利益 78,779 637,342
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 141,938 832,818

減価償却費 74,469 81,366

社債発行費償却 2,364 2,364

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,993 5,590

前払年金費用の増減額（△は増加） 6,746 △21,121

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,352 △8,059

受取利息及び受取配当金 △19,534 △20,012

支払利息 90,654 67,935

持分法による投資損益（△は益） 22,958 △4,561

固定資産売却損益（△は益） △20 △62,008

固定資産除却損 414 714

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,800

ゴルフ会員権評価損 5,773 581

売上債権の増減額（△は増加） △3,194,596 △660,381

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,728,831 △1,515,954

仕入債務の増減額（△は減少） 1,324,633 1,302,828

その他 289,394 △429,501

小計 3,445,680 △417,599

利息及び配当金の受取額 20,074 24,551

利息の支払額 △73,560 △62,130

法人税等の支払額 △175,816 △57,637

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,216,377 △512,815

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 △31,492 △139,112

有形固定資産の売却による収入 1,229 383,613

投資有価証券の取得による支出 △3,310 △3,551

貸付けによる支出 △1,500 △1,000

貸付金の回収による収入 2,597 5,842

その他 2,269 △5,725

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,206 240,067

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） △5,400,000 △2,200,000

長期借入れによる収入 － 200,000

社債の発行による収入 － 979,931

リース債務の返済による支出 △4,114 △12,194

自己株式の純増減額（△は増加） △441 153

配当金の支払額 △216,278 △215,687

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,620,834 △1,247,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,434,663 △1,520,546

現金及び現金同等物の期首残高 7,396,908 5,043,844

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,962,244 3,523,298
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 該当事項はありません。  

  

  

 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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