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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 9,887 △24.0 △624 ― △741 ― △1,215 ―
23年3月期第3四半期 13,001 △4.3 △781 ― △895 ― 758 325.1

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,216百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 747百万円 （―％）

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3四半期 △40.48 ―
23年3月期第3四半期 25.26 ―

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 12,629 1,316 10.4
23年3月期 14,951 2,533 16.9
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,316百万円 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  ：  有   

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  ：  有   

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 12,700 △25.7 △600 ― △750 ― △1,250 ― △41.62



(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月期期末の配当につきましては、無配とさせていただきます。詳細につきましては、平成24年１月31日付「平成24年３月期配当予想の修正に関する
お知らせ」をご参照下さい。  

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3Q 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3Q 46,863 株 23年3月期 42,312 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 30,035,198 株 23年3月期3Q 30,040,958 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報   

  当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響による経済活動の急激な落込みから回復に向かい

つつあるものの、夏場以降は歴史的な円高・株安が進行し、欧州債務問題が深刻化する中で、タイの洪水被害による

影響が重なるなど、国内外ともに懸念すべき問題が多く、力強さを欠く展開となりました。  

 鉄鋼業界におきましては、震災影響から脱却しつつあるものの、円高やタイの洪水被害による需要減が国内外で鮮

明となってきております。 また、ステンレスについてはニッケル原料価格の低下による先安感に伴う買い控えムー

ドも加わり需要が冷え込んでおります。  

 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

コスト削減に取組むとともに、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」のとおり、平成23年10月にステンレス国内販売事業（エンボス製品を除く）を譲渡し加工

受託に特化するとともに、めっき事業から撤退し、収益力のあるみがき帯鋼事業および特長商品であるエンボス・加

工品事業に経営資源を集中する新事業体制を立ち上げました。固定費削減をはじめ、在庫圧縮による価格変動リスク

回避や資金負担軽減等の事業構造改革による収益改善効果は確実に成果を上げておりますが、ステンレスにおいては

先安感に伴う買い控えムードが続くマーケット環境の中で受託加工数量が伸び悩み、また、みがき帯鋼においては自

動車向け受注が震災影響からの回復途上でタイの洪水被害により大きく落ち込むなど、依然厳しい状況が続いており

ます。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,887百万円（前年同期比24.0％減）、営業損失624百万円（前年

同期営業損失781百万円）、経常損失741百万円（前年同期経常損失895百万円）となりました。 

 なお、平成23年９月27日付「子会社における債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」のとおり当

社連結子会社の取引先に対する債権に対して173百万円の貸倒引当金を計上しております。 

 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、上記記載のステンレス国内販売事業の譲渡およびめっき事業の撤退に関連する機械装置の減損損失や棚卸資産の

評価損等の事業構造改善費用1,066百万円等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1,215百万

円（前年同期四半期純利益758百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における資産総額は12,629百万円となり、前連結会計年度末より2,322百万円減少いたしました。

これは主に受取手形及び売掛金や原材料及び貯蔵品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、11,312百万円となり、前連結会計年度末より1,105百万円減少いたしました。これは主に支払手形及

び買掛金等が減少したことによるものです。  

 純資産につきましては、1,316百万円となり前連結会計年度末より1,217百万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 

 連結業績予想の当四半期における修正につきましては、平成24年１月31日発表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。また、個別業績予想の当四半期における修正につきましても合わせてご参照ください。   

   

  

（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３四半期連結累計期間の経営成績は、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

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



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年度には、みがきの工場移転統合やステンレスの冷延機能停止等の事業構造改革を行い、加えて今年

度は10月に不採算事業であるステンレスの国内販売事業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新事業体制を立ち上げました。今後は新事業体制の

下で早期の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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,234 1,726

受取手形及び売掛金 3,772 3,058

商品及び製品 1,196 734

仕掛品 1,047 849

原材料及び貯蔵品 920 413

繰延税金資産 195 22

その他 424 529

貸倒引当金 △3 △57

流動資産合計 8,787 7,276

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,563 1,488

機械装置及び運搬具（純額） 3,287 2,853

土地 658 662

その他（純額） 45 41

有形固定資産合計 5,554 5,046

無形固定資産 58 53

投資その他の資産   

投資有価証券 110 110

長期貸付金 4 4

繰延税金資産 34 71

その他 407 257

貸倒引当金 △4 △190

投資その他の資産合計 552 253

固定資産合計 6,164 5,352

資産合計 14,951 12,629



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(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 4,448 3,412

短期借入金 5,167 5,516

リース債務 44 48

未払法人税等 60 5

未払消費税等 49 37

賞与引当金 86 15

事業構造改善引当金 － 30

その他 400 697

流動負債合計 10,257 9,764

固定負債   

長期借入金 841 310

リース債務 381 333

繰延税金負債 2 2

退職給付引当金 852 787

役員退職慰労引当金 47 63

資産除去債務 29 30

その他 4 20

固定負債合計 2,160 1,548

負債合計 12,417 11,312

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,504 1,504

利益剰余金 1,035 △180

自己株式 △5 △5

株主資本合計 2,533 1,317

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 △1

その他の包括利益累計額合計 0 △1

純資産合計 2,533 1,316

負債純資産合計 14,951 12,629



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 13,001 9,887

売上原価 12,377 9,269

売上総利益 624 618

販売費及び一般管理費 1,406 1,243

営業損失（△） △781 △624

営業外収益   

受取利息 2 0

受取配当金 1 0

受取技術料 20 －

助成金収入 26 16

その他 18 18

営業外収益合計 69 35

営業外費用   

支払利息 142 122

持分法による投資損失 13 －

その他 27 29

営業外費用合計 183 152

経常損失（△） △895 △741

特別利益   

固定資産売却益 3,624 733

事業再構築引当金戻入額 7 －

特別利益合計 3,631 733

特別損失   

固定資産除却損 52 1

事業整理損 745 －

事業構造改善費用 － 1,066

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 820 1,068

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（△）

1,915 △1,076

法人税、住民税及び事業税 310 5

法人税等調整額 849 134

法人税等合計 1,160 139

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（△）

754 △1,215

少数株主損失（△） △3 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 758 △1,215



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

754 △1,215

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 △1

為替換算調整勘定 △3 －

その他の包括利益合計 △6 △1

四半期包括利益 747 △1,216

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 751 △1,216

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。   

   

（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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