
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 高砂鐵工株式会社 上場取引所 東 
コード番号 5458 URL http://www.takasago-t.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大植 啓一
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 畑田 正樹 TEL 03-5399-8111
四半期報告書提出予定日 平成23年8月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 3,461 △31.0 △160 ― △200 ― △203 ―
23年3月期第1四半期 5,015 24.0 △341 ― △366 ― △893 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △203百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △894百万円 （―％）

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 △6.76 ―
23年3月期第1四半期 △29.73 ―

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 13,965 2,329 16.7
23年3月期 14,951 2,533 16.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,329百万円 23年3月期  2,533百万円

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  
２４年３月期の配当予想額は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
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) 7,800 △12.7 △80 ― △130 ― 560 △39.5 18.64
通期 17,300 1.2 200 ― 100 ― 780 3.3 25.97



(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  ：  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.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。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については、添付資料２ページ「連結業績
予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
2.平成２４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。 
3.平成２４年３月期の連結業績予想につきましては、経営環境の先行きが不透明であるのに加えて、平成２３年７月２２日付「ステンレス事業（一部）の事業譲渡
契約締結およびめっき事業の撤退に関するお知らせ」に関連した当社連結業績に与える影響の未確定要素も多いことから、現時点において修正は行っておりま
せん。見通しがついた時点で速やかに開示いたします。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  無
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 30,080,000 株 23年3月期 30,080,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 44,334 株 23年3月期 43,734 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 30,035,816 株 23年3月期1Q 30,043,682 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災により生産や輸出が大幅に減少し、一部に復興に向けた

回復の兆しが見られるものの、企業収益や設備投資の動向も鈍化するなど、先行きが不透明な状況で推移いたしまし

た。 

  鉄鋼業界におきましても、東日本大震災による自動車各社の減産が響き、第２四半期以降の回復は期待されている

ものの、第１四半期の粗鋼生産量は前年同期を割り込みました。   

 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、特長商品・サービスの拡充・拡販と

コスト削減に取り組んでまいりましたが、ステンレスの受注回復のテンポは依然鈍く、また、みがき帯鋼においても

自動車向け需要の急減により、まだ厳しい状況が続いております。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,461百万円（前年同期比31.0％減）、営業損失160百万円（前年

同期営業損失341百万円）、経常損失200百万円（前年同期経常損失366百万円）となりました。 

 これに平成23年１月21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733百万円を特別利益

に、平成23年７月22日付「ステンレス事業（一部）の事業譲渡契約締結およびめっき事業の撤退に関するお知らせ」

のステンレス国内販売事業（エンボス製品を除く）の譲渡およびめっき事業の撤退に関連する事業構造改善費用553

百万円を特別損失に計上し、法人税等の調整を行い、四半期純損失は203百万円（前年同期四半期純損失893百万円）

となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における資産総額は13,965百万円となり、前連結会計年度末より985百万円減少いたしました。こ

れは主に受取手形及び売掛金等の流動資産と有形固定資産の減少によるものです。  

 負債総額は、11,635百万円となり、前連結会計年度末より781百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び

買掛金と短期借入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、2,329百万円となり前連結会計年度末より203百万円減少いたしました。これは主に利益剰

余金の減少によるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は厳しい結果となり、平成23年５月13日に発表いたしました第２四半期連結累計期間および通

期の業績予想につきましては、下振れ懸念があるものの、経営環境の先行きが不透明で、業績の不確定要素も多いの

に加えて、平成23年７月22日付「ステンレス事業（一部）の事業譲渡契約締結およびめっき事業の撤退に関するお知

らせ」に関連した特別損失（事業構造改善費用）の追加計上等の当社連結業績に与える影響の未確定要素も多いこと

から、現時点において修正は行っておりません。見通しがついた時点で速やかに開示いたします。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

 当社グループの当第１四半期連結累計期間の経営成績は、改善傾向にあるものの、まだ厳しい状況にあり、平成

21年３月期以降、大幅な営業損失の計上が続き、営業キャッシュ・フローもマイナスの状況が継続しており、継続

企業の前提に関する重要事象等ととらえております。 

当社グループにおいては、継続企業の前提に関する重要事象等を解消すべく、次のような取り組みを実施してお

ります。 

平成21～22年度に実行した事業構造改革後の身軽な体制のもとで、特長商品・サービスの提供による新規顧客の

開拓、新たな需要を開拓する新商品の開発、採算重視の受注構成への改善、原料の最有利調達、在庫管理の徹底、

固定費の削減等の施策に継続して取り組んでまいりましたが、さらに不採算事業であるステンレスの国内販売事業

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



の譲渡およびめっき事業からの撤退を断行し、収益力のあるみがき帯鋼事業およびエンボス製品、加工品事業に

集中することにより早期の経常黒字化を実現してまいります。 

また、引き続き所有不動産の有効活用により利益面、資金調達面での下支えを行い、財政状態の維持・強化につ

いても万全を期してまいります。 

このような施策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないものと判断しております。 

  



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 1,234 1,361

受取手形及び売掛金 3,772 3,281

商品及び製品 1,196 1,195

仕掛品 1,047 1,003

原材料及び貯蔵品 920 973

繰延税金資産 195 13

その他 424 469

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 8,787 8,294

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,563 1,535

機械装置及び運搬具（純額） 3,287 2,842

土地 658 651

その他（純額） 45 40

有形固定資産合計 5,554 5,069

無形固定資産 58 56

投資その他の資産   

投資有価証券 110 110

長期貸付金 4 5

繰延税金資産 34 35

その他 407 398

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 552 544

固定資産合計 6,164 5,671

資産合計 14,951 13,965



（単位：百万円）

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 4,448 4,009

短期借入金 5,167 4,958

リース債務 44 28

未払法人税等 60 7

未払消費税等 49 －

賞与引当金 86 119

事業構造改善引当金 － 30

その他 400 701

流動負債合計 10,257 9,855

固定負債   

長期借入金 841 587

リース債務 381 187

繰延税金負債 2 2

退職給付引当金 852 895

役員退職慰労引当金 47 52

資産除去債務 29 29

その他 4 23

固定負債合計 2,160 1,779

負債合計 12,417 11,635

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,504 1,504

利益剰余金 1,035 832

自己株式 △5 △5

株主資本合計 2,533 2,330

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 △0

その他の包括利益累計額合計 0 △0

純資産合計 2,533 2,329

負債純資産合計 14,951 13,965



（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：百万円）

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 5,015 3,461

売上原価 4,730 3,271

売上総利益 285 189

販売費及び一般管理費 626 349

営業損失（△） △341 △160

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1 0

受取技術料 20 －

助成金収入 11 7

その他 8 2

営業外収益合計 41 10

営業外費用   

支払利息 56 42

その他 10 8

営業外費用合計 67 50

経常損失（△） △366 △200

特別利益   

固定資産売却益 － 733

特別利益合計 － 733

特別損失   

事業整理損 608 －

事業構造改善費用 － 553

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 630 553

税金等調整前四半期純損失（△） △997 △20

法人税、住民税及び事業税 13 2

法人税等調整額 △113 180

法人税等合計 △100 182

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △897 △203

少数株主損失（△） △3 －

四半期純損失（△） △893 △203



（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：百万円）

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損失（△） △897 △203

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 △0

為替換算調整勘定 5 －

その他の包括利益合計 2 △0

四半期包括利益 △894 △203

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △890 △203

少数株主に係る四半期包括利益 △3 －



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

   （ステンレス事業（一部）の事業譲渡契約締結およびめっき事業の撤退について） 

   当社は、平成23年７月22日開催の取締役会において次の内容の決議を行いました。  

    ①ステンレス事業について 

     当社は、早期に収益力を向上させるとともに財務体質を強化するため、エンボス製品を除くステンレス国内販

売事業を、新日鐵住金ステンレス株式会社のメーカー商社であるＮＳステンレス株式会社(以下、「ＮＳステン

レス」という）に譲渡することを決議し、平成23年７月22日付けで事業譲渡契約書（事業譲渡予定日平成23年

10月１日）を締結いたしました。今後は、ＮＳステンレスからの受託を中心とする加工受託事業に特化いたし

ます。  

    ②めっき事業について 

     当社のめっき事業は、顧客先における材質転換、競争激化に伴い、受注低迷が続き赤字が長期化しておりま

す。今後も大幅な回復は見込めない状況であることから、平成23年９月末日をもって撤退いたします。 

  

   当社といたしましては、スキンパスによるエンボス商品やプレスプレート、高精度パイプ商品は今後とも当社

の特長商品として差別化を図り、マーケットの拡大と収益力の強化に努めます。また、当社の主力製品である

みがき帯鋼製品は、この分野でのパイオニアとして長年にわたる事業蓄積をべースとし、原材料の主要調達先

であります新日本製鐵株式会社との品質・技術面等における連携も一層深めつつ、商品力・競争力の向上を図

っていく所存であります。 

    なお、詳細は、平成23年７月22日付「ステンレス事業（一部）の事業譲渡契約締結およびめっき事業の撤退に

関するお知らせ」をご参照ください。  

（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

（５）重要な後発事象
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