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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 6,296 △9.3 32 ― 242 21.0 △11 ―
23年3月期第1四半期 6,940 9.8 △42 ― 200 ― 86 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △214百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △743百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △0.24 ―
23年3月期第1四半期 1.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 61,872 40,849 62.4
23年3月期 62,260 41,210 62.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  38,584百万円 23年3月期  38,831百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年3月期の第2四半期末及び期末の配当については未定であります。 

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

23年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 12,778 △7.4 117 △10.0 327 △21.0 42 △48.8 0.86
通期 29,155 2.5 783 59.8 1,054 14.3 447 ― 9.15



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、添付資
料Ｐ2「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 51,755,478 株 23年3月期 51,755,478 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,891,120 株 23年3月期 2,890,288 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 48,864,666 株 23年3月期1Q 49,334,833 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月1日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、３月に

発生した東日本大震災の影響により東北地方を中心に甚大な被害を受け、生産活動の停滞、物流機能の

寸断のほか原発事故に伴う電力供給不足により、国内全般に深刻な影響を及ぼすなど、景気の先行きは

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、前年と同様に原材料価格の値上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、当社グループは経営計画達成に向けて積極的に取り組み、販売面におきまして

は原材料価格値上がりに伴う販売価格の値上げ等営業活動を展開したものの、震災による需要家の減産

影響により販売数量が減少したことにより、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,296百万円（前年

同期比9.3％減）となりました。 

 収益面におきましては、販売数量減少に伴う減産による悪化要因があったものの、棚卸資産簿価の切

下げ額の減少等により、営業利益は32百万円（前年同期は営業損失42百万円）となり、経常利益は242

百万円（前年同期比21.0％増）となりました。また、四半期純損失は、子会社ジェイ-ワイテックス㈱

が退職金規程改訂による退職給付費用188百万円を特別損失に計上したことにより11百万円（前年同期

は四半期純利益86百万円）となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は61,872百万円となり、前連結会計年度末に比べ388百万円

減少となりました。流動資産は26,143百万円となり、前連結会計年度末に比べ287百万円減少となり

ました。これは主に、受取手形及び売掛金等の減少が、現金及び預金等の増加を上回ったことによる

ものです。固定資産は35,728百万円となり、前連結会計年度末に比べ100百万円減少となりました。

これは主に、有形固定資産、無形固定資産等の減少が、投資有価証券等の増加を上回ったことによる

ものです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は21,022百万円となり、前連結会計年度末に比べ27百万円

減少となりました。流動負債は14,566百万円となり、前連結会計年度末に比べ291百万円減少となり

ました。これは主に、短期借入金等の減少が、未払金等の増加を上回ったことによるものです。固定

負債は6,456百万円となり、前連結会計年度末に比べ264百万円増加となりました。これは主に、長期

借入金等の増加によるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は40,849百万円となり、前連結会計年度末に比べ360百

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

少したことによるものです。この結果、自己資本比率は62.4％となりました。 

  

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、平成23年５月23日に発表いたしました業績

予想と変更はありません。 

  

１．当四半期決算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。  

  

（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。  

  

（会計上の見積りの変更） 

連結子会社の一部において、複数の退職金制度を統合し、退職給付債務の計算対象となる従業員

数が300人を超えたため、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法に変更しております。 

 これに伴い発生した差額143百万円及び退職金制度統合に伴う過去勤務債務45百万円を一括費用

処理したため、当第１四半期連結累計期間の税金等調整前当期純利益は188百万円減少しておりま

す。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,410,735 7,802,926

受取手形及び売掛金 9,285,657 8,309,488

有価証券 1,124,758 917,498

製品 5,363,974 5,588,104

仕掛品 685,373 618,549

原材料及び貯蔵品 2,096,468 2,440,048

繰延税金資産 294,968 295,098

その他 173,696 175,417

貸倒引当金 △4,197 △3,417

流動資産合計 26,431,434 26,143,712

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,499,034 5,398,988

機械装置及び運搬具（純額） 3,149,054 3,003,439

土地 8,875,291 8,876,080

その他（純額） 166,957 162,001

有形固定資産合計 17,690,338 17,440,510

無形固定資産

のれん 210,557 157,918

その他 347,580 325,135

無形固定資産合計 558,138 483,054

投資その他の資産

投資有価証券 14,787,072 15,030,654

長期貸付金 326,826 308,894

繰延税金資産 528,951 528,951

その他 1,974,267 1,972,703

貸倒引当金 △36,214 △36,214

投資その他の資産合計 17,580,904 17,804,989

固定資産合計 35,829,381 35,728,554

資産合計 62,260,815 61,872,267
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,361,774 5,199,267

短期借入金 2,450,000 1,950,000

1年内返済予定の長期借入金 5,405,000 5,460,000

未払金 831,517 1,189,858

未払法人税等 34,949 101,492

賞与引当金 181,094 53,942

その他 593,799 611,645

流動負債合計 14,858,135 14,566,206

固定負債

長期借入金 3,021,000 3,255,000

繰延税金負債 1,332,808 1,332,668

退職給付引当金 1,426,592 1,612,011

役員退職慰労引当金 194,922 81,484

その他 217,008 175,427

固定負債合計 6,192,331 6,456,592

負債合計 21,050,466 21,022,798

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 18,680,235 18,521,935

自己株式 △894,150 △894,323

株主資本合計 39,394,185 39,235,713

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △465,405 △581,168

繰延ヘッジ損益 △97,239 △69,853

その他の包括利益累計額合計 △562,645 △651,022

少数株主持分 2,378,808 2,264,778

純資産合計 41,210,349 40,849,468

負債純資産合計 62,260,815 61,872,267
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 6,940,165 6,296,246

売上原価 6,010,539 5,315,551

売上総利益 929,626 980,694

販売費及び一般管理費 972,321 947,768

営業利益又は営業損失（△） △42,694 32,926

営業外収益

受取利息 37,610 38,909

受取配当金 167,302 175,332

有価証券売却益 51,504 8,787

受取賃貸料 6,302 8,866

雑収入 12,126 6,537

営業外収益合計 274,846 238,433

営業外費用

支払利息 25,828 22,015

支払手数料 2,904 2,904

雑支出 3,397 4,404

営業外費用合計 32,130 29,323

経常利益 200,021 242,035

特別利益

投資有価証券売却益 68 －

固定資産売却益 124,517 －

補助金収入 10,217 4,330

その他 1,658 －

特別利益合計 136,461 4,330

特別損失

投資有価証券評価損 76,135 64,505

固定資産除売却損 8,847 441

工場休止費用 67,563 －

災害による損失 － 45,053

退職給付費用 － ※１ 188,788

その他 － 3,027

特別損失合計 152,546 301,816

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（△）

183,936 △55,450

法人税、住民税及び事業税 76,276 82,276

法人税等調整額 12,608 △129

法人税等合計 88,884 82,146

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

95,052 △137,596

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8,059 △125,892

四半期純利益又は四半期純損失（△） 86,992 △11,704
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

95,052 △137,596

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △705,093 △115,854

繰延ヘッジ損益 △133,958 39,339

その他の包括利益合計 △839,051 △76,515

四半期包括利益 △743,999 △214,111

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △720,032 △100,081

少数株主に係る四半期包括利益 △23,966 △114,030
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。  

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

   ※１退職給付費用 

連結子会社の一部において、複数の退職金制度を統合したことに伴う退職給付債務の算定方法を

簡便法から原則法に変更したことによる差額143,473千円及び過去勤務債務の一括償却額45,315千

円であります。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 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）四半期連結損益計算書に関する注記

（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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