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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 31,598 △5.4 708 △66.3 413 △76.2 123 △85.9
23年3月期第3四半期 33,384 23.5 2,099 ― 1,739 ― 873 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △97百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 817百万円 （―％）

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 1.84 ―
23年3月期第3四半期 13.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 56,972 15,204 26.7 227.08
23年3月期 58,913 14,801 25.1 221.05
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  15,204百万円 23年3月期  14,801百万円

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  
未定としておりました24年3月期の期末及び年間の配当金額は、誠に遺憾でありますが、無配とさせていただきます。 

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 ― 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  
詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページの「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

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 42,000 △4.8 600 △75.7 250 △87.6 △100 ― △1.49



(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、四半期連結財務諸表 
のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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ページの「１．当四半期決算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」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3Q 67,000,000 株 23年3月期 67,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 42,445 株 23年3月期 41,376 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 66,958,374 株 23年3月期3Q 66,959,826 株
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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 

当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）は、３月11日に発生した東日本

大震災による被災やその影響によるサプライチェーンの寸断、電力不足などで企業の生産活動は一時的に低

迷しましたが、自動車業界を中心に各企業の努力により企業活動は夏以降、想定を上回る急激な回復となりま

した。しかし10月に発生したタイ王国に於ける洪水災害は自動車、電機産業で再び大幅な生産低下を招き、そ

の結果需要は減少いたしました。 

ステンレス業界におきましては、国内では震災後の復興需要はあるものの、資源価格及び原油価格の変動

による原価の上昇があり、また海外案件については秋以降の超円高の高止まりにより価格競争力が大きく低下

しております。 

この様な状況のもと、当社グループは独自の高付加価値製品の拡販活動を強化し、国内及び新興国需要

の確実な捕捉と積極的な新規拡販活動を実施し、また円高メリットを享受する購買態勢の整備や徹底した費用

削減活動を実施し、高収益体制の構築に努めました。 

その結果、第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、前年同期と比べ17億８千６百万円（5.4％）減

収の315億９千８百万円となりました。損益面につきましては、営業利益は前年同期と比べ13億９千万円

（66.3％）減益の７億８百万円、経常利益では前年同期と比べ13億２千６百万円（76.2％）減益の４億１千３百万

円となりましたが、グループ会社である日本金属タイランドの洪水被災による損失と税制改正に伴う繰延税金資

産の一部取り崩しにより四半期純利益は前年同期と比べ７億５千万円（85.9％）減益の１億２千３百万円となりま

した。 

 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①みがき帯鋼部門 

冷間圧延ステンレス部門におきましては、震災によって自動車産業、電機産業は甚大な被害を受けたことで、

自動車向けステンレス部品の受注は大幅に減少し、また精密部品関連の受注もその影響を受け減少しました。

前期から上昇傾向にあった為替相場は１ドルあたり70円台後半で高止まりとなり、輸出競争力が低下し受注環

境は極めて厳しい状況となりました。 

みがき特殊帯鋼におきましては、震災影響により主力の自動車向けの受注は減少しましたが、刃物関連で

は旺盛な復興需要により数量金額ともに増加いたしました。 

マグネシウム合金帯につきましては、軽量化要求の強いＩＴ機器関連の受注が増加したことにより数量金額と

もに伸張しております。 

以上の結果、売上高は前年同期と比べ20億６千６百万円（7.5％）減収の254億４千４百万円、営業利益につ

きましては前年同期と比べ13億２千８百万円（58.3％）減益の９億５千万円となりました。 

 

②加工品部門 

加工品部門におきましては、自動車部品に使用される異形鋼や燃焼補助部品に使用される耐熱精密細管

の受注が好調に推移したこと、また自動車用排ガスセンサー管の受注が増加したことや当社独自成形技術を

複合したハイブリッド加工製品の旺盛な受注、さらに市場のグローバル化に伴い進めてまいりました加工品の

海外生産の開始、拡販戦略に基づくきめ細かな販売活動の強化などにより、売上高は前年同期と比べ２億８千

万円（4.8％）増収の61億５千４百万円、営業利益につきましては前年同期と比べ１千８百万円（3.0％）減益の５

億８千８百万円となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ19億４千万円減少の569億７千２百万

円となりました。流動資産は、22億１千５百万円減少の253億９千１百万円となりました。金融機関の休日に当た

る当四半期末日期日の未決済受取手形が10億８千３百万円発生し、有利子負債が17億２千２百万円減少した

こと等により現金及び預金が35億５千２百万円減少いたしました。一方、当四半期末日期日の未決済受取手形

の影響で受取手形及び売掛金は12億３千３百万円増加いたしました。棚卸資産は、当期上半期の電力不足へ

の対応で行った前倒生産により増加した一方、タイ王国の洪水被害による減少により２億６千万円増加いたしま

した。固定資産は、２億７千４百万円増加の315億８千万円となりました。これは主に、投資有価証券が株価下

落に伴う含み益の減少により２億２千８百万円減少した一方、繰延税金資産が４億９千万円増加（長期、短期の

振替により、流動繰延税金資産は５億４千万円減少）したことによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ23億４千４百万円減少の417億６千７百万円となりました。短期借入

金が14億６千９百万円増加した一方、長期借入金が32億１千２百万円減少したことによるものであります。また、

税制改正により再評価に係る繰延税金負債が５億１百万円減少しております。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ４億３百万円増加の152億４百万円となりました。これは主に、四半期純

利益が１億２千３百万円であったことと、有価証券の含み益の減少があったものの、税制改正により土地再評価

差額金が５億１百万円増加したことによるものであります。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、26.7％（前連結会計年度末25.1％）となりま

した。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当連結会計年度の前半は、東日本大震災、原子力発電所の事故により経済は大きく後退しましたが、各企

業の努力により想定以上の回復を呈しております。しかしタイ王国で発生した洪水被害は再び自動車、電機、

機械産業の生産活動低下を招き、その結果当社グループの受注にも影響が出ていること、また急激な円高の

進行による輸出環境の悪化が懸念されます。 

ステンレス業界を取り巻く環境は非常に不透明でありますが、当社グループといたしましては、みがき帯鋼部

門では、新戦略商品の販売強化や輸出競争力強化に向けた施策の実行でアジア新興国の新需要の取込みと、

加工品部門では、異形鋼の新規拡販と海外での安定生産体制の確保、また製造合理化で費用の圧縮を行う

ことで利益を確保する予定です。 

通期の業績予想につきましては、平成23年７月29日に公表した予想を修正し、連結業績は売上高420億円、

営業利益６億円、経常利益２億５千万円、当期純損失１億円を見込んでおります。なお、個別業績につきまして

は、売上高345億円、営業利益２億５千万円、経常損失１億円、当期純損失３億円を見込んでおります。詳細に

つきましては、本日（平成24年１月31日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧くだ

さい。 

 

 

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 

    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。 
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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 7,013 3,460

受取手形及び売掛金 11,014 12,248

商品及び製品 4,106 3,702

仕掛品 3,323 3,930

原材料及び貯蔵品 1,022 1,078

その他 1,151 1,040

貸倒引当金 △25 △69

流動資産合計 27,607 25,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,333 4,278

機械装置及び運搬具（純額） 6,385 5,950

土地 16,549 16,518

その他（純額） 781 1,355

有形固定資産合計 28,049 28,102

無形固定資産 275 211

投資その他の資産   

投資有価証券 1,897 1,669

その他 1,147 1,672

貸倒引当金 △63 △74

投資その他の資産合計 2,981 3,266

固定資産合計 31,306 31,580

資産合計 58,913 56,972
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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 12,253 12,209

短期借入金 12,151 13,621

賞与引当金 387 94

その他 2,064 2,656

流動負債合計 26,857 28,581

固定負債   

長期借入金 10,943 7,730

再評価に係る繰延税金負債 4,034 3,533

退職給付引当金 1,953 1,652

その他 322 270

固定負債合計 17,254 13,186

負債合計 44,112 41,767

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,857 6,857

資本剰余金 986 986

利益剰余金 1,898 2,021

自己株式 △8 △8

株主資本合計 9,733 9,856

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 306 173

繰延ヘッジ損益 － △12

土地再評価差額金 4,854 5,355

為替換算調整勘定 △93 △169

その他の包括利益累計額合計 5,067 5,347

純資産合計 14,801 15,204

負債純資産合計 58,913 56,972
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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 33,384 31,598

売上原価 27,277 26,874

売上総利益 6,107 4,723

販売費及び一般管理費 4,008 4,015

営業利益 2,099 708

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 34 45

受取賃貸料 45 48

スクラップ売却収入 27 46

その他 29 16

営業外収益合計 139 157

営業外費用   

支払利息 237 210

退職給付費用 192 192

その他 69 49

営業外費用合計 499 452

経常利益 1,739 413

特別利益   

固定資産売却益 2 3

その他 1 －

特別利益合計 4 3

特別損失   

固定資産除却損 45 13

減損損失 21 10

災害による損失 － 30

会員権評価損 4 8

その他 39 －

特別損失合計 111 62

税金等調整前四半期純利益 1,632 354

法人税、住民税及び事業税 83 109

法人税等調整額 676 121

法人税等合計 759 231

少数株主損益調整前四半期純利益 873 123

四半期純利益 873 123
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 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 873 123

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △48 △132

繰延ヘッジ損益 － △12

為替換算調整勘定 △7 △76

その他の包括利益合計 △55 △221

四半期包括利益 817 △97

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 817 △97

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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