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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 2,479 25.2 50 ― 26 ― 20 ―
23年3月期第2四半期 1,981 1.2 △106 ― △113 ― △133 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 18百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △148百万円 （―％）

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 1.68 ―
23年3月期第2四半期 △11.11 ―

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 6,113 710 11.6
23年3月期 6,023 691 11.5
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  710百万円 23年3月期  691百万円

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   

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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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 4,870 13.7 100 ― 50 ― 40 ― 3.32



(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）  ：  有  

(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きの対象外であります。また、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きは終了しております。 

※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。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 上海桑江金属科技有限公司 、 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2Q 12,090,000 株 23年3月期 12,090,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 30,161 株 23年3月期 29,827 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,060,125 株 23年3月期2Q 12,063,278 株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とする新興国に向けた輸出の増加等に
より外需は拡大し、景気は穏やかな回復は見られたものの、先進国経済の減速や円高、更には東日本大震
災の影響による生産活動や経済活動の停滞に加え、電力供給不足や原子力事故の長期化など、先行き不透
明な状況で推移しました。その中で、民間設備投資についても依然低迷を続けました。 
 当社グループを取り巻く環境につきましても、ステンレス製管継手製品の主原料のニッケル価格が本年
６月頃から下落状態が続いているなかで、製品の市場価格が弱含みの状況が進んできており、需要家や流
通業者は先安感から買い控え姿勢を強めているなど需要も冷え込んでいる状況にあります。また、建築需
要は依然として低迷が続いていることから、厳しい経営環境下にありました。 
 このような状況の中で、売上総利益率の向上を図るべく主要原材料及び製品仕入など調達コストの削減
や製造原価低減にも努めてまいりました。しかし、設備投資が回復していない状況が続いているなど、需
要の低迷により価格競争が厳しく当社グループの業績は低調な結果となりました。  
 この結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、連結売上高は、２，４７９百万円（前年同四半
期比２５．２％増）となりました。売上総利益は、原材料価格に見合った販売価格水準の是正を行うなど
の対策効果が徐々に出てきたことによりまして、売上総利益率が１７．５％（前年同四半期は１３．
９％）で前年同四半期比３．６ポイント向上いたしました。しかし、需要の低迷が続いている状況下にあ
って過当競争により思うように適正な販売価格に転嫁できず、加えて、棚卸資産の評価に関する会計基準
の適用により、１６百万円簿価を切り下げた影響も含め、売上総利益率が低下しました。これらの影響に
よりまして営業利益５０百万円（前年同四半期は営業損失１０６百万円）、経常利益２６百万円（前年同
四半期は経常損失１１３百万円）、四半期純利益２０百万円（前年同四半期は四半期純損失１３３百万
円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ８９百万円増加し、６，１
１３百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が８５百万円減少しましたが、現金及び預金
が６９百万円、たな卸資産が１２９百万円それぞれ増加したことによるものであります。 
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ７１百万円増加し、５，４０２百万円となりました。これは主
に、社債が２６百万円、長期借入金が２９百万円それぞれ減少しましたが、短期借入金（１年内返済予定
の長期借入金含む）が１３０百万円増加したことによるものであります。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１８百万円増加し、７１０百万円となりました。これは主に、
当第２四半期連結累計期間において四半期純利益２０百万円計上により増加したものであります。 

  

連結業績予想数値の平成２３年第２四半期及び平成２４年３月期通期における修正の詳細は、平成２３
年１１月１日発表の「業績予想の修正」を参照してください。 
  

  

第２四半期連結会計期間より、新たに設立した上海桑江金属科技有限公司を連結の範囲に含めており
ます。 
  
  

  

  

  

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

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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４．四半期連結財務諸表
（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 807,580 876,814

受取手形及び売掛金 1,236,891 1,150,997

たな卸資産 771,744 901,676

その他 47,114 53,244

貸倒引当金 △2,888 △3,344

流動資産合計 2,860,442 2,979,388

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 403,926 388,655

機械装置及び運搬具（純額） 58,646 51,336

土地 2,484,201 2,484,201

その他（純額） 32,202 27,722

有形固定資産合計 2,978,977 2,951,916

無形固定資産 21,031 16,668

投資その他の資産 161,478 164,265

固定資産合計 3,161,487 3,132,849

繰延資産 1,225 875

資産合計 6,023,155 6,113,113

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 575,909 589,521

短期借入金 2,695,950 2,835,900

1年内返済予定の長期借入金 210,359 201,266

未払法人税等 4,531 8,682

賞与引当金 11,000 11,770

その他 120,906 111,262

流動負債合計 3,618,656 3,758,401

固定負債

社債 305,000 279,000

長期借入金 493,074 463,158

再評価に係る繰延税金負債 762,949 762,949

退職給付引当金 74,368 72,566

負ののれん 3,639 －

その他 73,667 66,376

固定負債合計 1,712,699 1,644,050

負債合計 5,331,355 5,402,452
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 226,400 226,400

利益剰余金 △889,661 △869,436

自己株式 △3,544 △3,563

株主資本合計 △166,805 △146,599

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,517 △37

土地再評価差額金 864,688 864,688

為替換算調整勘定 △7,600 △7,389

その他の包括利益累計額合計 858,605 857,261

純資産合計 691,799 710,661

負債純資産合計 6,023,155 6,113,113
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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：千円）

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 1,981,187 2,479,797

売上原価 1,705,992 2,046,306

売上総利益 275,195 433,490

販売費及び一般管理費 381,527 383,166

営業利益又は営業損失（△） △106,332 50,323

営業外収益

受取利息 58 60

受取配当金 962 1,329

負ののれん償却額 3,715 3,639

助成金収入 19,245 －

設備賃貸料 3,064 3,814

その他 1,818 4,630

営業外収益合計 28,864 13,475

営業外費用

支払利息 29,134 27,181

手形売却損 2,865 4,186

その他 4,520 5,695

営業外費用合計 36,520 37,063

経常利益又は経常損失（△） △113,988 26,735

特別利益

貸倒引当金戻入額 837 －

賞与引当金戻入額 11,150 －

受取保険金 15,000 －

特別利益合計 26,987 －

特別損失

固定資産除却損 62 9

減損損失 81 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,491 －

役員弔慰金 15,000 －

退職特別加算金 1,436 －

特別損失合計 37,072 9

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（△）

△124,073 26,725

法人税、住民税及び事業税 9,903 6,749

法人税等調整額 － △248

法人税等合計 9,903 6,500

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（△）

△133,976 20,224

四半期純利益又は四半期純損失（△） △133,976 20,224
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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：千円)

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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△133,976 20,224

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,538 △1,555

為替換算調整勘定 △809 211

その他の包括利益合計 △14,347 △1,343

四半期包括利益 △148,324 18,880

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △148,324 18,880
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  該当事項はありません。 

  

  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）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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