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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 16,486 15.1 400 ― 403 ― 97 ―
23年3月期第3四半期 14,325 △2.5 △322 ― △313 ― △394 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 56百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △365百万円 （―％）

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 4.91 ―
23年3月期第3四半期 △19.81 ―

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 25,473 13,700 53.3
23年3月期 23,573 13,682 57.5
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,568百万円 23年3月期  13,554百万円

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  
(注) 平成24年3月期の期末配当予想につきましては、現段階では未定であります。 

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 ― 1.50 1.50
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） ― ―

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 21,550 12.2 590 ― 580 ― 240 ― 12.06



(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 

※「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。 
 詳細は、四半期決算短信【添付資料】3ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧
ください。 

(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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】2ページ「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。 
 なお、平成24年3月期の期末配当予想につきましては、通期の業績見込みが明らかとなった時点で改めて公表させていただきます。 

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   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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 19,970,000 株 23年3月期 19,970,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 111,968 株 23年3月期 55,866 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 19,908,107 株 23年3月期3Q 19,916,988 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により停滞していた生産活動

は回復に向かいつつあるものの、電力供給の制約に加え、欧州債務問題の懸念や円高などにより、依然

として先行き不透明な状況で推移しました。 

このような経済環境を受け、当社グループは、上半期は主原料である鉄スクラップ価格に見合う製品

販売価格の改善に努めたものの、鋼材需要が伸びなかったことから厳しい状況でありましたが、10月以

降は鉄スクラップ価格が安価となり、製品販売価格の改善・維持に努めたことなどから収益は改善され

ました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は16,486百万円（前年同四半期比15.1％増）、

経常利益は403百万円（前年同四半期313百万円の経常損失）、四半期純利益は97百万円（前年同四半期

394百万円の四半期純損失）となりました。 

  

① 資産 

当第３四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1,900百万円増加して、

25,473百万円となりました。 

これは主に、減価償却費の計上による有形固定資産の減少（前連結会計年度末比412百万円の減少）

及び保有有価証券の株価の下落に伴う投資有価証券の減少（前連結会計年度末比139百万円の減少）に

より、固定資産が前連結会計年度末に比べ560百万円減少して9,001百万円になったものの、受取手形及

び売掛金の増加（前連結会計年度末比1,630百万円の増加）等により、流動資産が前連結会計年度末に

比べ2,461百万円増加して、16,472百万円になったことによるものであります。 

② 負債 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,882百万円増加して、

11,773百万円となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金の増加（前連結会計年度末比1,035百万円の増加）により、流動負

債が前連結会計年度末に比べ1,388百万円増加して、9,645百万円になったことや、長期借入金の増加

（前連結会計年度末比388百万円の増加）により、固定負債が前連結会計年度末に比べ494百万円増加し

て、2,127百万円になったことによるものであります。 

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ17百万円増加して、

13,700百万円となりました。 

これは主に、四半期純利益97百万円を計上したこと等によるものであります。 

また、自己資本比率につきましては、前連結会計年度末の57.5％から4.2ポイント減少して、当第３

四半期連結会計期間末には53.3％となりました。 

  

連結業績予想につきましては、前回予想（平成23年11月２日）から修正しております。 

詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

なお、平成24年３月期の期末配当予想につきましては、通期の業績見込みが明らかとなった時点で改

めて公表させていただきます。 

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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当社の三条工場において、建物を除く有形固定資産の減価償却方法は、従来、定率法を採用しており

ましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

この変更は、三条工場の製造製品について今後の需要予測を行った結果、長期的に安定した需要が予

想され、製造設備の安定的な使用が見込まれることから、主要設備について経済的便益の消費パターン

を考慮した上で、合理的な減価償却方法を採用すべく検討した結果、製造製品のライフサイクルが長

く、主要設備の陳腐化のリスクが低いことや、近年では修繕費等の設備維持コストが毎期概ね定額的に

発生していることから、今後の設備投資効果は長期にわたり平均して発現すると見込まれるため、期間

損益をより適正に行うためのものであります。 

この変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益はそれぞれ16,230千円増加しております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

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

後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりまし

た。 

この税率変更により、当第３四半期連結会計期間末における繰延税金資産の純額は30,767千円減少

し、法人税等は31,345千円増加しております。 

  

該当事項はありません。 

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 3,995,700 5,191,559

受取手形及び売掛金 6,132,660 7,763,121

商品及び製品 1,817,491 2,053,534

仕掛品 72,164 56,393

原材料及び貯蔵品 1,468,396 1,205,235

繰延税金資産 195,499 195,625

その他 367,605 43,786

貸倒引当金 △38,462 △37,129

流動資産合計 14,011,056 16,472,128

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,130,763 8,160,077

減価償却累計額 △4,893,282 △5,037,604

建物及び構築物（純額） 3,237,480 3,122,472

機械装置及び運搬具 18,996,212 19,089,256

減価償却累計額 △16,157,444 △16,486,874

機械装置及び運搬具（純額） 2,838,767 2,602,382

工具、器具及び備品 1,850,178 1,847,969

減価償却累計額 △1,574,977 △1,590,485

工具、器具及び備品（純額） 275,200 257,483

土地 1,805,240 1,797,188

リース資産 55,231 55,231

減価償却累計額 △6,862 △13,720

リース資産（純額） 48,369 41,510

建設仮勘定 28,030 －

有形固定資産合計 8,233,088 7,821,037

無形固定資産

ソフトウエア 12,363 11,230

その他 3,628 3,686

無形固定資産合計 15,992 14,916

投資その他の資産

投資有価証券 850,891 711,303

繰延税金資産 386,051 382,555

その他 91,224 86,367

貸倒引当金 △15,210 △14,810

投資その他の資産合計 1,312,957 1,165,416

固定資産合計 9,562,038 9,001,371

資産合計 23,573,094 25,473,499
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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 5,511,653 6,547,419

短期借入金 2,146,737 2,321,361

未払法人税等 27,653 209,207

その他 570,878 567,288

流動負債合計 8,256,922 9,645,277

固定負債

社債 － 150,000

長期借入金 817,167 1,205,274

退職給付引当金 575,901 608,640

役員退職慰労引当金 133,478 138,175

資産除去債務 6,324 6,379

その他 100,533 19,283

固定負債合計 1,633,404 2,127,752

負債合計 9,890,327 11,773,029

純資産の部

株主資本

資本金 1,969,269 1,969,269

資本剰余金 1,399,606 1,399,606

利益剰余金 10,145,832 10,213,754

自己株式 △15,231 △22,766

株主資本合計 13,499,478 13,559,865

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 55,411 8,571

その他の包括利益累計額合計 55,411 8,571

少数株主持分 127,878 132,033

純資産合計 13,682,767 13,700,470

負債純資産合計 23,573,094 25,473,499

北越メタル株式会社(5446)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－5－



（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：千円)

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 14,325,814 16,486,433

売上原価 12,930,344 14,220,619

売上総利益 1,395,469 2,265,813

販売費及び一般管理費 1,717,941 1,865,357

営業利益又は営業損失（△） △322,471 400,456

営業外収益

受取利息 924 467

受取配当金 22,977 24,089

受取賃貸料 1,400 1,413

助成金収入 17,590 4,546

貸倒引当金戻入額 － 3,988

還付加算金 1,704 9,138

その他 9,767 6,615

営業外収益合計 54,364 50,259

営業外費用

支払利息 39,334 37,271

手形売却損 1,089 1,046

その他 4,750 8,423

営業外費用合計 45,173 46,741

経常利益又は経常損失（△） △313,280 403,973

特別利益

固定資産売却益 250 1,128

負ののれん発生益 4,631 －

貸倒引当金戻入額 4,776 －

保険解約返戻金 3,761 －

受取保険金 － 24,236

特別利益合計 13,420 25,364

特別損失

固定資産売却損 326 1,785

減損損失 8,402 8,051

固定資産除却損 6,565 4,907

投資有価証券評価損 181,575 64,103

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,636 －

特別損失合計 201,505 78,848

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（△）

△501,365 350,490

法人税等 △92,670 246,741

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（△）

△408,694 103,748

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14,096 5,955

四半期純利益又は四半期純損失（△） △394,598 97,793
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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：千円)

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（△）

△408,694 103,748

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42,942 △46,840

その他の包括利益合計 42,942 △46,840

四半期包括利益 △365,752 56,908

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △351,656 50,953

少数株主に係る四半期包括利益 △14,096 5,955
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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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