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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 21,190 1.7 405 ― 772 190.6 30 ―
22年3月期第3四半期 20,845 △21.8 △136 ― 265 △90.0 △65 ―

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3四半期 0.62 ―
22年3月期第3四半期 △1.31 ―

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3四半期 62,641 41,664 62.6 802.82
22年3月期 63,435 42,010 62.5 801.95

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  39,231百万円 22年3月期  39,659百万円

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  
   平成23年3月期の期末の配当については、未定とさせていただきます。 

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 ― 3.00 ―
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 28,600 1.7 490 162.0 880 39.2 265 268.1 5.39



(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予想には、当社が現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであって実際の業績は様々な要因によって予想値と異
なる場合があり得ることをご承知おきください。なお、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）2ページ「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.3「その他」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3Q 51,755,478株 22年3月期  51,755,478株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,887,763株 22年3月期  2,301,831株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 49,197,235株 22年3月期3Q 49,916,033株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は緩やか

な回復基調は維持しているものの、厳しい雇用環境及びデフレ状況は依然続いており、また、長期化

する円高の影響など先行きは依然として不透明な状況となりました。  

 鉄鋼二次製品業界におきましても、原材料価格の値上がり及び公共投資の低迷並びに土木・建設業

の不振等、経営環境は依然として厳しい状況となりました。  

 このような状況の中、当社グループは第二次中期経営計画の最終年として計画達成に向けて取り組

み、販売面においては数量の確保及び原材料価格値上がりに伴う販売価格の値上げ等積極的な営業活

動を展開したことにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は21,190百万円（前年同期比1.7％

増）となり、収益面においては、鋲螺製品等の棚卸資産簿価切下げ及び原材料価格が上昇したもの

の、棚卸資産評価の好転要因もあり、営業利益は405百万円（前年同期は営業損失136百万円）、経常

利益は772百万円（前年同期比190.6％増）となりました。また、四半期純利益は土地の売却に伴う固

定資産売却益を特別利益に計上したものの投資有価証券評価損及び工場休止費用等を特別損失に計上

したことにより30百万円（前年同期は四半期純損失65百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は62,641百万円となり、前連結会計年度末に比べ794百万円

減少となりました。流動資産は26,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ510百万円増加となり

ました。これは主に、現金及び預金などの増加が、受取手形及び売掛金、棚卸資産などの減少を上回

ったことによるものです。固定資産は36,016百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,304百万円減

少となりました。これは主に、投資有価証券などの減少によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は20,976百万円となり、前連結会計年度末に比べ448百万

円減少となりました。流動負債は14,341百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,892百万円増加と

なりました。これは主に、１年以内返済予定の長期借入金などの増加が、支払手形及び買掛金などの

減少を上回ったことによるものです。固定負債は6,635百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,340

百万円減少となりました。これは主に、長期借入金などの減少によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は41,664百万円となり、前連結会計年度末に比べ346百

万円減少となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が時価の下落により減少した事によ

るものです。この結果、自己資本比率は62.6％となりました。 

  

平成23年３月期の業績につきましては、平成23年１月31日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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。 

  

①棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

また棚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額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計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。 

  

③法人税等並びに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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計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。 

  

④税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗

じて計算しております。 

  

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）に基づき財務諸

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

３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

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) 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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 7,458,622 6,473,593

受取手形及び売掛金 9,153,686 9,339,159

有価証券 883,348 909,212

製品 5,975,331 6,536,716

仕掛品 672,106 690,581

原材料及び貯蔵品 2,167,805 1,856,149

繰延税金資産 68,618 81,124

その他 250,183 237,363

貸倒引当金 △4,286 △8,727

流動資産合計 26,625,415 26,115,174

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,619,922 5,902,741

機械装置及び運搬具（純額） 3,118,912 3,371,265

土地 8,713,315 8,711,865

その他（純額） 377,431 357,134

有形固定資産合計 17,829,582 18,343,006

無形固定資産   

のれん 263,197 421,115

その他 364,839 202,406

無形固定資産合計 628,036 623,522

投資その他の資産   

投資有価証券 14,734,966 15,446,645

長期貸付金 228,795 356,521

繰延税金資産 692,876 692,876

その他 1,938,322 1,894,407

貸倒引当金 △36,564 △36,314

投資その他の資産合計 17,558,396 18,354,136

固定資産合計 36,016,015 37,320,666

資産合計 62,641,431 63,435,841
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 5,449,030 5,584,378

短期借入金 2,250,000 2,130,000

1年内返済予定の長期借入金 5,370,000 1,348,000

未払金 703,474 667,931

未払法人税等 11,346 66,314

賞与引当金 52,772 178,789

その他 504,700 473,801

流動負債合計 14,341,324 10,449,215

固定負債   

長期借入金 3,419,000 7,726,000

繰延税金負債 1,302,893 1,304,859

退職給付引当金 1,462,620 1,445,191

役員退職慰労引当金 187,373 185,779

その他 263,560 314,083

固定負債合計 6,635,447 10,975,914

負債合計 20,976,772 21,425,130

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,720,068 10,720,068

資本剰余金 10,888,032 10,888,032

利益剰余金 19,024,652 19,290,185

自己株式 △893,585 △771,610

株主資本合計 39,739,167 40,126,676

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △376,263 △305,147

繰延ヘッジ損益 △131,054 △162,299

評価・換算差額等合計 △507,318 △467,446

少数株主持分 2,432,810 2,351,480

純資産合計 41,664,658 42,010,710

負債純資産合計 62,641,431 63,435,841
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 20,845,236 21,190,599

売上原価 18,096,578 17,899,808

売上総利益 2,748,657 3,290,790

販売費及び一般管理費   

発送運賃 1,000,256 963,072

荷造費 196,868 185,464

役員報酬 142,045 143,812

給料 601,636 646,319

賞与引当金繰入額 15,915 13,910

退職給付費用 31,159 33,707

役員退職慰労引当金繰入額 23,026 20,707

福利厚生費 148,301 146,843

賃借料 107,742 103,439

のれん償却額 157,918 157,918

雑費 460,239 470,153

販売費及び一般管理費合計 2,885,111 2,885,351

営業利益又は営業損失（△） △136,453 405,439

営業外収益   

受取利息 142,941 117,057

受取配当金 97,672 207,961

有価証券売却益 222,858 82,626

受取賃貸料 23,391 19,055

雑収入 41,949 32,049

営業外収益合計 528,813 458,750

営業外費用   

支払利息 98,586 75,166

支払手数料 8,712 8,712

雑支出 19,349 8,215

営業外費用合計 126,648 92,095

経常利益 265,711 772,095

特別利益   

投資有価証券売却益 795 68

固定資産売却益 1,265 136,234

補助金収入 24,189 14,537

特別利益合計 26,250 150,839
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 312,504 719,856

固定資産除売却損 23,306 23,533

工場休止費用 65,273 96,895

その他 43,598 23,776

特別損失合計 444,682 864,062

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（△）

△152,720 58,872

法人税、住民税及び事業税 69,660 △39,379

法人税等調整額 18,403 9,461

法人税等合計 88,064 △29,917

少数株主損益調整前四半期純利益 － 88,790

少数株主利益又は少数株主損失（△） △175,515 58,283

四半期純利益又は四半期純損失（△） △65,269 30,506
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△152,720 58,872

減価償却費 1,232,412 1,099,968

のれん償却額 157,918 157,918

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,977 △4,191

賞与引当金の増減額（△は減少） △163,377 △126,017

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,591 1,593

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,209 17,428

受取利息及び受取配当金 △240,614 △325,019

支払利息 98,586 75,166

有価証券売却損益（△は益） △222,858 △82,626

投資有価証券売却損益（△は益） △795 △68

投資有価証券評価損益（△は益） 312,504 719,856

固定資産除売却損益（△は益） 15,107 △117,494

売上債権の増減額（△は増加） 208,888 185,473

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,239,167 268,203

仕入債務の増減額（△は減少） 447,157 △423,645

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,382 △30,807

その他 90,265 △35,579

小計 3,017,665 1,439,033

利息及び配当金の受取額 241,382 325,368

利息の支払額 △94,196 △71,567

法人税等の支払額 △398,390 △49,585

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,766,460 1,643,248

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,101,900 △3,902,300

定期預金の払戻による収入 201,400 3,402,068

有価証券の取得による支出 △199,500 △100,502

有価証券の売却による収入 610,275 383,925

投資有価証券の取得による支出 △3,484,202 △2,854,189

投資有価証券の売却による収入 3,805,027 2,126,607

有形固定資産の取得による支出 △447,910 △1,377,861

有形固定資産の売却による収入 6,155 1,189,080

無形固定資産の取得による支出 △78,874 △81,589

貸付けによる支出 △54,110 △130,000

貸付金の回収による収入 33,888 257,725

投資活動によるキャッシュ・フロー △709,751 △1,087,034
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） △370,097 120,000

長期借入れによる収入 100,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △863,000 △685,000

自己株式の取得による支出 △73,735 △122,273

自己株式の処分による収入 178 188

リース債務の返済による支出 △1,421 △2,653

配当金の支払額 △299,854 △281,679

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,507,929 △571,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 548,779 △15,202

現金及び現金同等物の期首残高 3,725,690 5,371,525

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,274,469 5,356,322
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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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