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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 23,813 10.0 1,374 31.1 1,408 25.1 854 7.8
23年3月期第2四半期 21,654 87.2 1,048 2.7 1,125 9.1 793 223.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 753百万円 （18.1％） 23年3月期第2四半期 638百万円 （―％）

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2四半期 27.94 ―
23年3月期第2四半期 25.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 59,420 52,317 87.7
23年3月期 59,038 51,716 87.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  52,124百万円 23年3月期  51,538百万円

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  
(注)23年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当金５円00銭 創立60周年記念配当金２円00銭 

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 ― 7.00 ― 5.00 12.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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、対前期増減率）

（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

通期 48,100 15.8 2,000 39.7 2,100 39.4 1,200 27.9 39.22



(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  

(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おりません。 

※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、四半期決
算短信(添付資料)３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

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2Q 31,200,000 株 23年3月期 31,200,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 601,005 株 23年3月期 601,005 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 30,598,995 株 23年3月期2Q 31,194,881 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による甚大な被害、サプライチェーンの混乱、ならびに原子力

災害の影響があったものの、企業の自助努力もあり徐々に経済活動は回復し、景気は持ち直し傾向で推移いたしました。しかしな

がら、長期化する円高や株価の低迷など、景気の先行きはきわめて不透明な状況が続いております。 

鉄鋼業界におきましては、東日本大震災による需要落ち込みから徐々に回復基調で推移しておりますが、停滞が続く国内建設需

要等、事業環境は依然厳しく、本年度４－９月の国内粗鋼生産量は5,331万トンと、前年同期比3.8％減となりました。 

このような環境のもと、当社グループの主力セグメントである鉄鋼関連事業につきましては、建設向け需要は依然低水準である

ものの、主需要先である建設機械、産業機械向け需要は回復傾向にあることから、需要家ニーズへの迅速かつ的確な対応に尽力

し、受注量の確保に努めるとともに、販売単価の改善と効率的な生産に取り組んでまいりました。その他事業につきましてもそれ

ぞれが積極的な営業活動を展開してまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は238億１千３百万円と前年同期比21億５千９百万円の増収となり、連

結経常利益は14億８百万円と前年同期比２億８千２百万円の増益、連結四半期純利益は８億５千４百万円と前年同期比６千１百万

円の増益となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりです。  

(鉄鋼関連事業) 

当セグメントの主要製品である厚板は、東日本大震災や、その後のサプライチェーンの混乱等による受注減の影響を受けたもの

の、建設機械、産業機械向け需要への迅速かつ的確な対応や、販売価格改善努力等により、売上高は229億１千３百万円と前年同

期比21億６千８百万円の増収となり、セグメント利益(営業利益)は12億５千７百万円と前年同期比３億３千万円の増益となりまし

た。 

(レンタル事業) 

厨房用グリスフィルターのレンタル部門およびデザイン広告の製作等を行うサイン部門は、概ね順調な受注により、売上高は２

億２千６百万円と前年同期比１千３百万円の増収となり、セグメント利益(営業利益)も４千７百万円と前年同期比３百万円の増益

となりました。 

(物流事業) 

物流事業は、倉庫部門での設備拡大効果と主要顧客からの受注増により、売上高は１億６千８百万円と前年同期比１千５百万円

の増収となりましたが、セグメント利益(営業利益)は６千万円と、前年同期比８百万円の減益となりました。 

(エンジニアリング事業)  

エンジニアリング事業は、積極的な受注活動を展開しましたが、売上高は５億５百万円と前年同期比３千８百万円の減収とな

り、損益も１千７百万円のセグメント損失(営業損失)（前年同四半期連結累計期間のセグメント損失(営業損失)は４千５百万円）

となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産状況 

(資産の部) 

流動資産は、265億３千２百万円で、前連結会計年度末より、11億６千４百万円の増加となりました。その主な要因は、売上高

の増加により、受取手形及び売掛金が増加したことによるものです。 

固定資産は、328億８千８百万円で、前連結会計年度末より、７億８千１百万円の減少となりました。その主な要因は、有形固

定資産の償却が進んだことによるものです。 

(負債の部)  

負債は、71億３百万円で、前連結会計年度末より、２億１千７百万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛

金が減少したことによるものです。 

(純資産の部) 

純資産は、523億１千７百万円で、前連結会計年度末より、６億円の増加となりました。その主な要因は、四半期純利益の計上

により利益剰余金が増加したことによるものです。 

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
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当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、22億６千８百万円となり、前連結会計年度末より、17億５千２百万

円の減少となりました。各キャッシユ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

営業活動による収入は、９億９千４百万円(前年同四半期連結累計期間は７億３千９百万円の収入)となりました。 

主として、売上債権の増加17億２千４百万円などの支出があったものの、税金等調整前四半期純利益14億２百万円及び減価償却

費13億４百万円などの収入があったことによるものです。 

  

投資活動による支出は、24億７千７百万円(前年同四半期連結累計期間は22億５百万円の支出)となりました。 

主として、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還31億９千６百万円の収入があったものの、定期預金の預入33億６百万円、

有価証券の取得11億円、及び有形固定資産の取得６億３千４百万円などの支出があったことによるものです。 

  

財務活動による支出は、２億６千９百万円(前年同四半期連結累計期間は３億８千万円の支出)となりました。 

主として、長期借入金の返済額１億１千５百万円及び配当金の支払額１億５千４百万円などの支出があったことによるもので

す。 

  

当社グループの主力セグメントである鉄鋼関連事業、とりわけ当社の主力製品である厚板国内需要につきましては、東日本大震

災による影響から比較的早期な立ち上がりを見せました建設機械・産業機械向け需要を中心に順調な回復へと向かっておりますも

のの、円高の長期化から内需をけん引する輸出産業の先行きに不透明感が出始めております。また、中国などの新興国のインフレ

抑制策の影響による需要減や欧米の財政問題による世界経済の鈍化など下振れリスクが懸念されますほか、供給力を増した韓国・

中国からの輸入も為替動向から増勢に転じております。一方、今年度下期の国内建設需要は東日本大震災後の復興需要が顕在化

し、土木工事が増加する可能性も期待されています。 

また、鉄スクラップ価格につきましては世界景気の先行き不透明感が強まり国際価格が下落しており、日本国内価格へも波及し

下落へ転じていますが、欧州財政問題の進展によっては再び反転する可能性もありますので今後も注意深く見守る必要がありま

す。 

このような状況のもと、当期の業績予想につきましては平成23年10月26日公表の連結売上高48,100百万円（前連結会計年度比

15.8％増）連結営業利益2,000百万円（前連結会計年度比39.7％増）連結経常利益2,100百万円（前連結会計年度比39.4％増）とな

る見通しでありますが、マーケット環境は非常に流動的と予想されますことから、今後、業績予想の修正を行なう必要が生じた場

合には、速やかに公表いたします。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

② キャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(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。 

  

該当事項はありません。 

  

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
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,126 4,480

受取手形及び売掛金 10,635 12,360

有価証券 4,195 2,801

商品及び製品 3,021 2,748

仕掛品 860 1,187

原材料及び貯蔵品 3,191 2,645

未収還付法人税等 34 －

繰延税金資産 239 256

その他 87 77

貸倒引当金 △24 △25

流動資産合計 25,368 26,532

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,658 7,500

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 19,563 18,917

土地 1,525 1,525

建設仮勘定 59 73

その他（純額） 5 4

有形固定資産合計 28,813 28,020

無形固定資産 139 130

投資その他の資産

投資有価証券 3,499 3,710

長期貸付金 7 9

繰延税金資産 1,020 833

その他 249 243

貸倒引当金 △61 △59

投資その他の資産合計 4,716 4,736

固定資産合計 33,669 32,888

資産合計 59,038 59,420
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,232 3,851

短期借入金 190 75

未払金 615 791

未払法人税等 141 313

未払消費税等 198 172

賞与引当金 367 367

役員賞与引当金 9 2

その他 215 184

流動負債合計 5,969 5,759

固定負債

繰延税金負債 4 1

退職給付引当金 1,122 1,229

役員退職慰労引当金 36 19

その他 188 94

固定負債合計 1,351 1,344

負債合計 7,321 7,103

純資産の部

株主資本

資本金 5,907 5,907

資本剰余金 4,728 4,728

利益剰余金 40,968 41,670

自己株式 △289 △289

株主資本合計 51,314 52,016

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 224 108

その他の包括利益累計額合計 224 108

少数株主持分 178 192

純資産合計 51,716 52,317

負債純資産合計 59,038 59,420
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 21,654 23,813

売上原価 18,462 20,204

売上総利益 3,191 3,609

販売費及び一般管理費

販売運賃 1,049 1,165

役員報酬及び給料手当 464 462

貸倒引当金繰入額 13 0

賞与引当金繰入額 109 129

退職給付引当金繰入額 67 63

その他 437 412

販売費及び一般管理費合計 2,143 2,234

営業利益 1,048 1,374

営業外収益

受取利息 19 23

受取配当金 20 23

受取賃貸料 27 29

還付加算金 41 0

雑収入 17 13

営業外収益合計 127 91

営業外費用

支払利息 10 4

固定資産処分損 27 40

雑損失 11 11

営業外費用合計 49 57

経常利益 1,125 1,408

特別損失

固定資産処分損 148 －

減損損失 1 －

会員権評価損 5 －

会員権売却損 － 1

投資有価証券評価損 3 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12 －

特別損失合計 171 6

税金等調整前四半期純利益 954 1,402

法人税等 144 532

少数株主損益調整前四半期純利益 810 869

少数株主利益 17 14

四半期純利益 793 854
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 810 869

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △172 △115

その他の包括利益合計 △172 △115

四半期包括利益 638 753

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 621 739

少数株主に係る四半期包括利益 17 14
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 954 1,402

減価償却費 1,258 1,304

減損損失 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3 5

会員権評価損 5 －

会員権売却損益（△は益） － 1

固定資産処分損益（△は益） 176 40

引当金の増減額（△は減少） 130 82

受取利息及び受取配当金 △40 △47

支払利息 10 4

売上債権の増減額（△は増加） △6,318 △1,724

たな卸資産の増減額（△は増加） △455 490

仕入債務の増減額（△は減少） 1,310 △380

未払消費税等の増減額（△は減少） 139 △25

その他 689 △107

小計 △2,120 1,047

利息及び配当金の受取額 42 42

利息の支払額 △11 △4

法人税等の支払額 △44 △125

法人税等の還付額 2,873 34

営業活動によるキャッシュ・フロー 739 994

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 △6 △3,306

定期預金の払戻による収入 2,500 －

有形固定資産の取得による支出 △3,690 △634

有形固定資産の売却による収入 3 1

有価証券の取得による支出 △3,599 △1,100

投資有価証券の取得による支出 △205 △609

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

2,800 3,196

その他 △7 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,205 △2,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △115 △115

自己株式の取得による支出 △14 －

配当金の支払額 △250 △154

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △380 △269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,846 △1,752

現金及び現金同等物の期首残高 5,921 4,021

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,074 2,268
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 当第２四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

   該当事項はありません。 

  

 Ⅰ 前第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) 

 
(単位:百万円)

 
  

 
(単位:百万円)

 
  

 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

 
(単位:百万円)

 
  

 
(単位:百万円)

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント
合計

鉄鋼関連事業 レンタル事業 物流事業 エンジニアリング事業

  売上高

   (1)外部顧客に対する売上高 20,745 212 152 544 21,654

   (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 14 3 1,085 270 1,374

計 20,760 215 1,238 815 23,028

  セグメント利益又はセグメント損失(△) 926 44 69 △45 994

２ 報告セグメントごとの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に

関する情報)

利益 金額

報告セグメント計 994

セグメント間取引消去 53

第２四半期連結損益計算書の営業利益 1,048

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント
合計

鉄鋼関連事業 レンタル事業 物流事業 エンジニアリング事業

  売上高

   (1)外部顧客に対する売上高 22,913 226 168 505 23,813

   (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 32 2 1,208 341 1,585

計 22,945 228 1,377 847 25,399

  セグメント利益又はセグメント損失(△) 1,257 47 60 △17 1,347

２ 報告セグメントごとの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に

関する情報)

利益 金額

報告セグメント計 1,347

セグメント間取引消去 26

第２四半期連結損益計算書の営業利益 1,374
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 当第２四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

   該当事項はありません。 

  

 当第２四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

   該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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[ご参考］

　　　　　　業　績　比　較　　　　　　

１．Ｈ23年度上期　個別業績

（１）損益比較
（単位：百万円）

22年度上期 23年度上期 増減

売上高 19,855 22,080 + 2,225 販　価　　+6.1％

営業利益 915 1,212 + 297 売上数量+4.9％

営業外損益 72 30 ▲ 42 売上高　 +11.2％

経常利益 987 1,242 + 254

特別損益 ▲ 170 ▲ 6 + 163
当期純利益 732 774 + 42

（２）経常利益増減要因 （単位：百万円）

増加要因 減少要因

① 販売数量の増加 24 ① 製造コストの上昇 1,528

② 販売単価の上昇 1,558 ② 販売運賃の増加 113

③ 製造コストの低減 342 ③ 営業外収益の減少 33

④ 一般管理費の減少 13 ④ 営業外費用の増加 9

計 1,937 計 1,683

増減合計 + 254

２．Ｈ23年度上期　連結業績

（１）連結損益計算書 （２）連結キャッシュフロー（ＣＦ）

（単位：百万円） （単位：百万円）

22年度上期 23年度上期 増減 23年度上期 （前年度比）

売上高 21,654 23,813 + 2,159 Ⅰ．営業活動によるＣＦ 994 + 254

売上原価 18,462 20,204 + 1,741   
販売費及び一般管理費 2,143 2,234 + 91 Ⅱ．投資活動によるＣＦ ▲ 2,477 ▲ 271

営業利益 1,048 1,374 + 326   

営業外収益 127 91 ▲ 36 Ⅲ．財務活動によるＣＦ ▲ 269 + 111
営業外費用 49 57 + 7   

経常利益 1,125 1,408 + 282 Ⅳ．増減額 ▲ 1,752 + 94

特別利益 - - + -   
特別損失 171 6 ▲ 164 Ⅴ．現金･同等物の期首残高 4,021 ▲ 1,899

税金等調整前純利益 954 1,402 + 447   

法人税等 144 532 + 388 Ⅵ．現金・同等物の期末残高 2,268 ▲ 1,805
少数株主利益 17 14 ▲ 2

当期純利益 793 854 + 61

（３）貸借対照表
（単位：百万円）

個別 連結 （前年度比） 個別 連結 （前年度比）

58,486 59,420 + 382 8,404 7,103 ▲ 217

流動資産 25,739 26,532 + 1,164 流動負債 7,167 5,759 ▲ 210

　当座資産 19,088 19,642 + 1,684 　支手及び買掛金 3,190 3,851 ▲ 380

　棚卸資産 6,418 6,581 ▲ 490 　短期借入金 2,014 75 ▲ 115

　その他 232 308 ▲ 29 　その他 1,962 1,832 + 285

固定資産 32,746 32,888 ▲ 781 固定負債 1,237 1,344 ▲ 7

　有形固定資産 27,127 28,020 ▲ 792 50,081 52,317 + 600

　無形固定資産 122 130 ▲ 9 株主資本 49,975 52,016 + 701

　その他 5,496 4,736 + 20 　資本金 5,907 5,907 + -

　資本剰余金 4,728 4,728 + -
　利益剰余金等 39,339 41,380 + 701

評価換算差額等 106 108 ▲ 115

少数株主持分 - 192 + 13

資産 58,486 59,420 + 382 負債・純資産 58,486 59,420 + 382

３．Ｈ24年３月期　連結・個別業績予想
（単位：百万円）

個別 （前年度比） 連結 （前年度比）
売上高   44,300 + 6,352 48,100 + 6,546

経常利益   1,700 + 470 2,100 + 593

当期純利益   1,000 + 187 1,200 + 261

平成23年11月4日

資 産 の 部 負 債 の 部

純 資 産 の 部
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