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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 84,033 10.3 1,193 112.2 1,141 144.2 850 212.0
22年3月期第3四半期 76,211 △27.0 562 △74.3 467 △78.0 272 △77.6

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 39.39 ―
22年3月期第3四半期 12.63 ―

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 49,195 13,036 26.5 604.02
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3四半期  13,036百万円 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  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 113,929 9.2 1,682 63.3 1,534 63.7 1,062 118.1 49.20



(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に対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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3Q 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3Q  623,701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3Q 21,583,116株 22年3月期3Q  21,583,618株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による景気刺激策、中国を中心とするアジア新興国の景

気拡大が下支えとなり、緩やかな景気回復基調を見せましたが、第３四半期に入り円高の進展に伴う輸出の減速や

駆け込み需要の反動による個人消費の落ち込みなどにより、景気は足踏み状態となっています。 

   鉄鋼業界におきましては、旺盛な外需を背景として素材生産が復調しており、2010年４月～12月の粗鋼生産量は

8,309万トンとなり、前年同期と比較して18.8％増加しております。 

   こうした状況下、当社グループでは成長戦略としての「強みの更なる強化と弱みの克服」、「変化への対応」を

掲げ、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してまいりました。 

   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３四半期連結累計期間の売上高は、840億33百万円と前年同期間と比較して10.3％の増収とな

り、経常利益は144.2％増の11億41百万円、四半期純利益は212.0％増の8億50百万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３四半期末の総資産は前連結会計年度末と比較して34億72百万円増加し、491億95百万円となりました。そ

の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加36億21百万円、商品の増加19億33百万円、現金及び預金の減少17億69百

万円、有形固定資産の減少２億37百万円、投資有価証券の減少２億21百万円であります。 

 負債は29億68百万円増加し、361億59百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加53億26

百万円、長期借入金の増加２億円、短期借入金の減少22億円であります。 

 純資産は５億３百万円増加し、130億36百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加６億34百万

円、その他有価証券評価差額金の減少１億30百万円であります。その結果、自己資本比率は26.5％となり、前連結

会計年度末と比較して0.9％下落しました。  

  

（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、引き続き円高等の影響により、景気が足踏み状態となることが予想されます。 

    鉄鋼業界におきましても、原料価格の上昇傾向や円高等の影響により、各社収益を圧迫することが見込まれま

す。 

    このような状況下、当社グループにおける通期の業績は、第３四半期以降、停滞は避けられないと予想しており

ましたが、予想を超えて順調に推移していることから、売上高1,139億29百万円、営業利益16億82百万円、経常利

益15億34百万円、当期純利益10億62百万円にそれぞれ修正しております。 

     

（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 3,317,241 5,086,844

受取手形及び売掛金 29,765,188 26,143,837

商品 8,960,387 7,026,673

その他 295,913 170,876

貸倒引当金 △107,895 △107,379

流動資産合計 42,230,835 38,320,852

固定資産   

有形固定資産 4,081,086 4,318,585

無形固定資産 130,817 152,417

投資その他の資産   

投資有価証券 2,297,906 2,519,802

その他 493,656 501,679

貸倒引当金 △79,262 △114,977

投資その他の資産合計 2,712,300 2,906,504

固定資産合計 6,924,204 7,377,507

繰延資産 40,794 25,276

資産合計 49,195,835 45,723,636
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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 22,785,644 17,458,886

短期借入金 6,500,000 8,700,000

1年内償還予定の社債 1,000,000 2,000,000

未払法人税等 40,904 69,980

賞与引当金 84,334 174,464

その他 359,321 560,062

流動負債合計 30,770,204 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 1,688,812 1,727,375

固定負債合計 5,388,812 4,227,375

負債合計 36,159,016 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 8,017,497 7,383,357

自己株式 △185,628 △185,831

株主資本合計 11,944,469 11,310,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 475,589 605,980

土地再評価差額金 616,759 616,759

評価・換算差額等合計 1,092,348 1,222,740

純資産合計 13,036,818 12,532,867

負債純資産合計 49,195,835 45,723,636
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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 76,211,995 84,033,316

売上原価 72,895,705 80,033,778

売上総利益 3,316,290 3,999,538

販売費及び一般管理費 2,753,748 2,806,044

営業利益 562,541 1,193,493

営業外収益   

受取利息 2,284 1,979

受取配当金 27,457 36,557

仕入割引 31,363 31,376

持分法による投資利益 － 5,903

受取賃貸料 41,924 35,009

雑収入 21,471 19,532

営業外収益合計 124,501 130,358

営業外費用   

支払利息 127,955 97,133

売上割引 37,835 43,562

持分法による投資損失 8,437 －

賃貸費用 23,735 20,587

雑損失 21,561 20,686

営業外費用合計 219,524 181,969

経常利益 467,517 1,141,882

特別利益   

固定資産売却益 456 62,315

貸倒引当金戻入額 13,409 15,814

特別利益合計 13,865 78,129

特別損失   

固定資産売却損 111 －

固定資産除却損 476 7,053

投資有価証券評価損 － 9,800

ゴルフ会員権評価損 11,311 581

退職給付費用 240 2,695

事務所移転費用 － 3,880

特別損失合計 12,140 24,011

税金等調整前四半期純利益 469,243 1,196,000

法人税、住民税及び事業税 151,880 232,108

法人税等調整額 44,858 113,638

法人税等合計 196,739 345,746

少数株主損益調整前四半期純利益 － 850,253

四半期純利益 272,504 850,253
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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 469,243 1,196,000

減価償却費 116,015 122,937

社債発行費償却 3,547 4,550

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,652 △35,199

前払年金費用の増減額（△は増加） 16,050 △32,340

賞与引当金の増減額（△は減少） △89,006 △90,130

受取利息及び受取配当金 △29,741 △38,536

支払利息 127,955 97,133

持分法による投資損益（△は益） 8,437 △5,903

固定資産売却損益（△は益） △344 △62,315

固定資産除却損 476 7,053

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,800

ゴルフ会員権評価損 11,311 581

売上債権の増減額（△は増加） △7,000,377 △3,621,350

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,818,194 △1,933,714

仕入債務の増減額（△は減少） 5,852,261 5,326,758

その他 351,452 △395,769

小計 4,639,823 549,555

利息及び配当金の受取額 30,281 43,075

利息の支払額 △110,779 △91,064

法人税等の支払額 △513,925 △254,404

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,045,399 247,161

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 △500,000 －

有形固定資産の取得による支出 △38,126 △143,042

有形固定資産の売却による収入 1,775 384,765

投資有価証券の取得による支出 △4,782 △5,503

貸付けによる支出 △6,800 △1,000

貸付金の回収による収入 7,641 7,591

その他 2,581 △5,559

投資活動によるキャッシュ・フロー △537,709 237,250

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） △5,800,000 △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

社債の償還による支出 － △1,000,000

リース債務の返済による支出 △10,228 △18,220

自己株式の純増減額（△は増加） △473 111

配当金の支払額 △216,317 △215,896

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,027,019 △2,254,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,519,329 △1,769,661

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 4,877,578 3,274,182
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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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