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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 41,702 10.4 1,853 △28.1 1,721 △29.7 565 △47.7

23年3月期第3四半期 37,767 58.6 2,578 ― 2,451 ― 1,080 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 169百万円 （△85.9％） 23年3月期第3四半期 1,201百万円 （―％）

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 10.59 ―

23年3月期第3四半期 20.24 ―

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 44,991 13,491 25.7
23年3月期 46,312 13,823 25.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,560百万円 23年3月期  11,912百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 2.00 ―

24年3月期（予想） 1.00 3.00

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 55,000 8.7 2,300 △28.6 2,100 △35.8 600 △59.4 11.23



(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  ：  有  
（注）詳細は添付資料P.3「2.サマリー情報（その他）に関する事項（2）四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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
四半期連結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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。業績予想の前提の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）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

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 54,166,000 株 23年3月期 54,166,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 754,933 株 23年3月期 753,968 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 53,411,182 株 23年3月期3Q 53,413,231 株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、新興国の経済成長と米国景気の底堅さにより、総じて緩やかな

回復を続けてきましたが、欧州債務危機等の影響もあり、減速傾向にあります。 

 わが国経済は、持ち直しの動きが継続したものの、長期化するデフレ環境と歴史的な円高のもと、主要産業の海

外シフトや海外競合者とのさらなる競争激化に加え、タイの洪水影響などにより、閉塞感を拭えない状況です。 

 当社グループの主たる需要業界である自動車産業の生産活動は、海外は、北米・アジアを中心に拡大傾向にあ

り、国内は、震災からの回復が続いています。国内の建材分野につきましては、建築需要に一部回復の動きが見ら

れるものの、引き続き低調に推移しました。 

 当社グループは、こうした厳しい経営環境を克服すべく、多方面にわたる収益改善策を講じていく所存です。 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、連結子会社化したThai Special Wire Co.,Ltd.の

効果に加え、Suzuki Garphyttanグループの売上増加が寄与し、前年同期比10.4％増（39億３千５百万円増）の417

億２百万円となりました。 

 収益面では、こうした海外における売上高の増加はあったものの、国内における受注・販売減を吸収しきれず、

加えて円高の影響もあり、経常利益は、前年同期比29.7％減（７億２千９百万円減）の17億２千１百万円、四半期

純利益は、47.7％減（５億１千５百万円減）の５億６千５百万円となりました。 

  

当社グループの当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億２千万円減少し、449億９

千１百万円となりました。これは主に売上増による受取手形及び売掛金の増加11億５千４百万円があった一方、借

入金の返済や法人税等の支払いによる現金及び預金、預け金の減少21億５千６百万円があったこと等によるもので

す。 

負債総額は、前連結会計年度末に比べ９億８千８百万円減少し、315億円となりました。これは主に借入金の返済

による減少15億２千１百万円があったこと等によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億３千２百万円減少し、134億９千１百万円となりました。こ

れは主に利益の発生による利益剰余金の増加１億９千１百万円があった一方、為替換算調整勘定の減少２億８千４

百万円があったこと等によるものです。 

  

通期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間までの業績動向等を踏まえ、平成23年７月８日に発

表しました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

  

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
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該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益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。但し、当

該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する

方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用) 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

(法人税率の変更等による影響) 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する事業年度より法人税率が変

更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一

時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。 

平成24年３月31日まで 40.44% 

平成24年４月１日から平成27年３月31日 37.75% 

平成27年４月１日以降 35.37% 

 この税率の変更により繰延税金資産の純額が93百万円減少し、当第３四半期連結累計期間に費用計上された法人 

税等の金額が90百万円増加しております。 

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

（４）追加情報

鈴木金属工業㈱(5657) 平成24年3月期 第３四半期決算短信

-3-



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 2,828 2,394

預け金 3,273 1,550

受取手形及び売掛金 10,140 11,295

商品及び製品 3,227 3,449

仕掛品 2,233 2,155

原材料及び貯蔵品 2,870 3,586

繰延税金資産 482 458

その他 1,112 796

貸倒引当金 △36 △44

流動資産合計 26,131 25,641

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,141 2,953

機械装置及び運搬具（純額） 7,075 6,490

土地 2,398 2,382

建設仮勘定 221 700

その他（純額） 307 285

有形固定資産合計 13,144 12,812

無形固定資産

のれん 4,915 4,360

その他 190 263

無形固定資産合計 5,106 4,623

投資その他の資産

投資有価証券 1,036 875

関係会社株式 119 126

破産更生債権等 304 279

繰延税金資産 521 567

その他 271 367

貸倒引当金 △323 △303

投資その他の資産合計 1,930 1,914

固定資産合計 20,180 19,349

資産合計 46,312 44,991
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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 11,633 13,018

短期借入金 9,135 8,274

未払法人税等 658 49

賞与引当金 499 283

災害損失引当金 19 －

その他 2,617 2,722

流動負債合計 24,564 24,348

固定負債

長期借入金 4,539 3,877

繰延税金負債 706 659

負ののれん 69 27

退職給付引当金 2,096 2,150

役員退職慰労引当金 206 164

預り保証敷金 297 266

その他 8 5

固定負債合計 7,924 7,151

負債合計 32,488 31,500

純資産の部

株主資本

資本金 3,634 3,634

資本剰余金 2,419 2,419

利益剰余金 6,209 6,401

自己株式 △144 △144

株主資本合計 12,118 12,309

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 75 △25

繰延ヘッジ損益 140 △18

為替換算調整勘定 △421 △705

その他の包括利益累計額合計 △206 △749

少数株主持分 1,911 1,931

純資産合計 13,823 13,491

負債純資産合計 46,312 44,991
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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 37,767 41,702

売上原価 30,801 35,098

売上総利益 6,966 6,604

販売費及び一般管理費 4,387 4,751

営業利益 2,578 1,853

営業外収益

受取利息 5 7

受取配当金 18 18

負ののれん償却額 41 41

持分法による投資利益 9 14

スクラップ売却益 13 41

その他 52 28

営業外収益合計 140 151

営業外費用

支払利息 161 135

為替差損 46 104

その他 59 43

営業外費用合計 267 282

経常利益 2,451 1,721

特別利益

固定資産売却益 － 8

その他 － 0

特別利益合計 － 8

特別損失

固定資産除却損 29 29

固定資産売却損 43 －

ゴルフ会員権評価損 4 22

その他 － 0

特別損失合計 77 51

税金等調整前四半期純利益 2,373 1,678

法人税等 954 909

少数株主損益調整前四半期純利益 1,418 768

少数株主利益 338 203

四半期純利益 1,080 565
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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 1,418 768

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △52 △102

繰延ヘッジ損益 － △158

為替換算調整勘定 △170 △335

持分法適用会社に対する持分相当額 4 △2

その他の包括利益合計 △217 △599

四半期包括利益 1,201 169

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 904 21

少数株主に係る四半期包括利益 296 147
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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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