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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 23年３月期期末配当金の内訳 普通配当 8円00銭  記念配当 1円00銭 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成24年３月期第３四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日）

（１）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３四半期 18,840 6.8 683 10.2 731 11.7 264 △25.9

23年３月期第３四半期 17,645 26.5 619 615.7 654 377.4 356 410.0

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３四半期 11 81  ―

23年３月期第３四半期 15 92  ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 21,583 11,380 52.7

23年３月期 19,790 11,394 57.6

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 11,380百万円 23年３月期 11,394百万円

２．配当の状況

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 ― ― ― 9 00 9 00

24年３月期 ― ― ―

24年３月期(予想) 8 00 8 00

３. 平成24年３月期の業績予想（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)

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 25,500 7.6 900 4.9 950 5.1 500 5.7 22 31



  

 
(注) 詳細は、添付資料P.2「２.サマリー情報(その他)に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処

理の適用」をご覧ください。 

  

 
  

 
  

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。 

  

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P.2「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 22,558,063株 23年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 150,459株 23年３月期 148,069株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 22,408,113株 23年３月期３Ｑ 22,410,768株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から一部回復の兆しが見られたも
のの、欧州の財政不安による世界的な景気の停滞、急激な円高等により、景気の先行きは不透明な状況
が続いております。 
 このような状況下にあって、当第３四半期累計期間の当社の売上高は、188億4千万円と前年同四半期
比6.8％増加し、営業利益につきましても6億8千3百万円と前年同四半期比10.2％増加いたしました。 
 経常利益は7億3千1百万円と前年同四半期比11.7％増加いたしましたが、四半期純利益につきまして
は、2億6千4百万円と前年同四半期比25.9％減少いたしました。 
 セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商
事部門では、売上高は122億7千万円と前年同四半期比8.1％増加し、セグメント利益(営業利益)につき
ましても5億3千6百万円と前年同四半期比7.7％増加いたしました。 
 焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門に
つきましては、売上高は14億5千2百万円と前年同四半期比7.8％増加し、セグメント利益(営業利益)に
つきましても2億2千8百万円と前年同四半期比16.1％増加いたしました。鈑金加工品部門につきまして
も、売上高は51億1千7百万円と前年同四半期比3.4％増加し、セグメント利益(営業利益)につきまして
も5億4千6百万円と前年同四半期比3.1％増加いたしました。 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は215億8千3百万円(前事業年度末は197億9千万円)となり、17億9千
3百万円の増加となりました。主な要因としては、現金及び預金が6億7千1百万円、受取手形及び売掛金
が8億3千9百万円、建設仮勘定が2億4千5百万円増加したこと等によります。 

当第３四半期会計期間末の負債は102億2百万円(前事業年度末は83億9千5百万円)となり、18億7百万
円の増加となりました、主な要因としては、未払法人税は3億2千6百万円減少いたしましたが、支払手
形及び買掛金が18億8千万円、固定資産購入支払手形が2億3千6百万円増加したこと等によります。 

当第３四半期会計期間末の純資産は113億8千万円(前事業年度末は113億9千4百万円)となり、1千3百
万円の減少となりました。主な要因としては、利益剰余金は6千2百万円増加いたしましたが、その他有
価証券評価差額金が7千5百万円減少したこと等によります。 

  

業績予想につきましては、現時点において、平成23年10月28日に発表いたしました業績予想を変更し
ておりません。 

  

税金費用については、当事業年度の税引前当期純利益及びこれ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しております。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（総資産）

（負債）

（純資産）

（３）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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

（２）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。
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,193,671 4,865,643

受取手形及び売掛金 7,092,195 7,932,100

商品及び製品 1,929,957 2,196,961

仕掛品 324,689 284,649

原材料及び貯蔵品 303,397 289,807

その他 282,661 377,806

貸倒引当金 △3,500 △3,900

流動資産合計 14,123,073 15,943,068

固定資産

有形固定資産 3,148,991 3,261,708

無形固定資産 46,285 47,251

投資その他の資産

投資有価証券 1,320,582 1,037,261

その他 1,164,581 1,303,230

貸倒引当金 △13,410 △8,640

投資その他の資産合計 2,471,754 2,331,852

固定資産合計 5,667,031 5,640,811

資産合計 19,790,105 21,583,880
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,045,729 7,926,672

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 416,534 89,854

未払消費税等 16,025 7,561

賞与引当金 185,000 100,000

役員賞与引当金 40,000 30,000

その他 406,395 752,820

流動負債合計 7,509,684 9,306,908

固定負債

退職給付引当金 592,838 573,340

役員退職慰労引当金 242,133 275,848

その他 51,274 46,856

固定負債合計 886,245 896,045

負債合計 8,395,930 10,202,953

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,469,608 1,469,608

利益剰余金 7,862,111 7,924,977

自己株式 △39,312 △40,063

株主資本合計 11,141,253 11,203,369

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 252,921 177,556

評価・換算差額等合計 252,921 177,556

純資産合計 11,394,175 11,380,926

負債純資産合計 19,790,105 21,583,880
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 17,645,051 18,840,203

売上原価 15,315,005 16,453,976

売上総利益 2,330,045 2,386,226

販売費及び一般管理費 1,710,269 1,703,135

営業利益 619,776 683,091

営業外収益

受取利息及び配当金 22,652 27,513

その他 15,207 23,744

営業外収益合計 37,859 51,258

営業外費用

支払利息 2,708 2,662

その他 3 67

営業外費用合計 2,712 2,730

経常利益 654,924 731,619

特別利益

固定資産売却益 － 479

投資有価証券割当益 2,832 －

受取保険金 － 2,828

その他 － 52

特別利益合計 2,832 3,360

特別損失

前期損益修正損 3,650 －

ゴルフ会員権売却損 － 1,301

固定資産除却損 1,233 4,667

投資有価証券評価損 － 142,761

特別損失合計 4,883 148,730

税引前四半期純利益 652,873 586,249

法人税等 296,029 321,692

四半期純利益 356,844 264,556
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該当事項はありません。 
  

（単位：千円）

 
  

（単位：千円）

 
  

（単位：千円） 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（単位：千円） 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

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）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
 前第３四半期累計期間 （自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）

報告セグメント
合計

商事部門 焼入鋼帯部門 鈑金加工品部門

売上高

 外部顧客への売上高 11,348,765 1,347,223 4,949,062 17,645,051

 セグメント間の内部売上高又は振替高 1,208,081 121,043 7,252 1,336,377

計 12,556,847 1,468,266 4,956,315 18,981,429

セグメント利益 498,665 197,000 530,463 1,226,129

 当第３四半期累計期間 （自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）

報告セグメント
合計

商事部門 焼入鋼帯部門 鈑金加工品部門

売上高

 外部顧客への売上高 12,270,993 1,452,112 5,117,096 18,840,203

 セグメント間の内部売上高又は振替高 1,230,329 130,649 9,978 1,370,957

計 13,501,322 1,582,762 5,127,076 20,211,160

セグメント利益 536,963 228,720 546,754 1,312,438

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容(差異調整に関する事項）

 前第３四半期累計期間 （自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）

利益 金額

報告セグメント計 1,226,129

全社費用 (注） △ 606,353

四半期損益計算書の営業利益 619,776

 当第３四半期累計期間 （自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）

利益 金額

報告セグメント計 1,312,438

全社費用 (注） △ 629,347

四半期損益計算書の営業利益 683,091

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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