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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 32,095 9.8 185 △50.5 133 △61.9 △21 ―
23年3月期第3四半期 29,235 13.6 373 ― 350 ― 330 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 34百万円 （△89.3％） 23年3月期第3四半期 319百万円 （―％）

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 △1.81 ―
23年3月期第3四半期 27.59 ―

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 32,601 8,885 27.2
23年3月期 30,604 9,092 29.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,860百万円 23年3月期  9,061百万円

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  
 

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 ― 7.50 7.50
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 7.00 7.00

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 43,000 6.1 185 △70.0 120 △79.0 5 △99.2 0.43



(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きは実施中であります。 

※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、添付資料３
ページ「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 12,000,000 株 23年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 530,361 株 23年3月期 22,360 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 11,567,545 株 23年3月期3Q 11,977,640 株
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当第3四半期（平成23年4月1日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災による直

接的な被害や原発事故に伴う電力供給不足に加え、欧州の経済問題や円高の進行、またタイで発生した

洪水による製造業への影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況で推移しました。 

  このような状況のなか、当社企業集団の連結業績は、主力事業であるステンレス鋼その他金属材料の

販売事業において、販売数量の増加により売上高は前期に比べ9.8％増加の32,095百万円となりまし

た。利益面につきましては、期初高値圏で推移したニッケル価格が夏場以降は続落傾向となったことか

ら販売価格は弱含みで推移し、売上総利益は前年同期に比べ1.3％増加の4,209百万円に留まりました。

また、人件費抑制の緩和や販売増に伴う運搬費などの増加により販売費及び一般管理費が242百万円増

加したため、営業利益は前年同期に比べ50.5％減少の185百万円、経常利益は前年同期に比べ61.9％減

少の133百万円となりました。四半期純損益は税制改正の影響などにより、税金費用が増加したことか

ら21百万円の損失（前年同期は330百万円の利益）となりました。 

  なお、セグメント別の状況は以下のとおりです。 

  

ステンレス鋼その他金属材料の販売事業 

ステンレス鋼の販売において、販売数量が前年同期に比べ6.8％増加したことなどにより、売上高は

前年同期に比べ9.5％増加の30,782百万円となりました。売上総利益率の低下と人件費を中心とした販

売費及び一般管理費の増加により、営業利益は前年同期に比べ54.3％減少の219百万円となりました。 

  

ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業  

国内事業における加工製品の販売好調と製造拠点の集約などによる合理化効果、中国での造管事業の

収益改善により、売上高は前年同期と比べ3.3％増加の652百万円、営業利益は51百万円（前年同期は９

百万円の損失）となりました。 

  

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業 

売上高は前年同期と比べ31.4％増加の661百万円を計上したものの、経済の先行き不透明感から設備

投資延期などの動きがみられ、計上予定の主要な受注物件の納期が翌期以降にずれ込む見込みとなり、

当第３四半期の営業損益は107百万円の損失（前年同期は126百万円の損失）となりました。 

  

  資産、負債及び純資産の状況 

 ①資産 

資産合計は、投資有価証券が128百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が1,156百万円、商品

及び製品などのたな卸資産が906百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ6.5％増加

し32,601百万円となりました。 

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
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 ②負債 

負債合計は、支払手形及び買掛金が2,015百万円増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ

10.2％増加し23,715百万円となりました。 

  

 ③純資産 

純資産合計は、土地再評価差額金が129百万円増加しましたが、四半期純損失20百万円、自己株式

の取得150百万円、利益剰余金の配当90百万円、その他有価証券評価差額金の減少63百万円などによ

り、前連結会計年度末に比べ206百万円減少し8,885百万円となりました。 

  

平成24年３月期の連結業績につきましては、第３四半期の実績を踏まえ、本日開示の「業績予想の修

正に関するお知らせ」のとおり修正しました。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）連結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）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
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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：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 1,715,742 2,060,976

受取手形及び売掛金 11,373,422 12,529,117

有価証券 38,551 －

商品及び製品 7,166,167 8,004,584

仕掛品 38,517 88,732

原材料及び貯蔵品 109,987 126,933

繰延税金資産 148,405 76,621

その他 417,316 316,472

貸倒引当金 △4,825 △5,378

流動資産合計 21,003,282 23,198,059

固定資産

有形固定資産

土地 5,575,821 5,517,671

その他（純額） 1,327,011 1,248,606

有形固定資産合計 6,902,832 6,766,277

無形固定資産 351,701 362,133

投資その他の資産

投資有価証券 1,338,772 1,211,017

長期滞留債権 118,252 90,199

繰延税金資産 610,281 671,434

その他 395,811 390,636

貸倒引当金 △116,967 △89,199

投資その他の資産合計 2,346,149 2,274,086

固定資産合計 9,600,681 9,402,497

資産合計 30,603,963 32,600,556

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,560,468 14,575,789

短期借入金 5,763,092 5,899,424

未払法人税等 73,401 38,508

引当金 212,613 88,085

その他 295,867 561,915

流動負債合計 18,905,441 21,163,720

固定負債

長期借入金 703,034 677,315

再評価に係る繰延税金負債 1,041,984 913,430

退職給付引当金 753,328 867,935

その他 108,375 92,723
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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)

固定負債合計 2,606,721 2,551,403

負債合計 21,512,162 23,715,123

純資産の部

株主資本

資本金 1,512,150 1,512,150

資本剰余金 1,058,008 1,058,008

利益剰余金 4,962,039 4,851,320

自己株式 △4,486 △154,855

株主資本合計 7,527,711 7,266,624

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 272,502 209,106

繰延ヘッジ損益 2,336 115

土地再評価差額金 1,291,815 1,420,369

為替換算調整勘定 △33,729 △35,964

その他の包括利益累計額合計 1,532,924 1,593,626

少数株主持分 31,166 25,183

純資産合計 9,091,801 8,885,433

負債純資産合計 30,603,963 32,600,556
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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：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 29,234,671 32,094,724

売上原価 25,079,017 27,885,408

売上総利益 4,155,654 4,209,316

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 1,618,384 1,708,181

賞与引当金繰入額 58,500 83,146

退職給付費用 244,852 235,752

法定福利費 175,686 185,466

荷造運搬費 584,483 606,707

通信費 60,782 56,606

消耗品費 110,242 130,316

家賃賃借料 194,549 206,978

減価償却費 213,697 226,826

その他 521,360 584,573

販売費及び一般管理費合計 3,782,533 4,024,549

営業利益 373,120 184,768

営業外収益

受取利息 604 658

受取配当金 18,809 27,364

販売手数料収入 22,158 20,964

持分法による投資利益 45,810 2,548

雇用調整助成金 18,305 2,402

その他 9,444 12,288

営業外収益合計 115,130 66,224

営業外費用

支払利息 107,112 86,734

手形売却損 17,122 21,094

その他 13,713 9,814

営業外費用合計 137,947 117,642

経常利益 350,304 133,349

特別利益

投資有価証券売却益 － 0

固定資産売却益 3,568 1,947

貸倒引当金戻入額 2,558 －

保証債務戻入額 162 －

特別利益合計 6,289 1,947
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(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)

特別損失

固定資産売却損 － 15,611

固定資産除却損 1,973 2,651

会員権評価損 － 600

投資有価証券売却損 35 －

投資有価証券評価損 － 4,983

特別退職金 11,913 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 19,259 －

災害損失 － 9,709

特別損失合計 33,179 33,555

税金等調整前四半期純利益 323,414 101,742

法人税、住民税及び事業税 31,742 50,054

法人税等調整額 △36,751 76,923

法人税等合計 △5,009 126,977

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（△）

328,423 △25,235

少数株主損失（△） △2,075 △4,349

四半期純利益又は四半期純損失（△） 330,498 △20,886
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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（△）

328,423 △25,235

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 33 △64,681

繰延ヘッジ損益 △1,152 △2,220

土地再評価差額金 － 128,554

為替換算調整勘定 △7,679 △1,718

持分法適用会社に対する持分相当額 △451 △517

その他の包括利益合計 △9,249 59,418

四半期包括利益 319,174 34,182

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 321,653 39,815

少数株主に係る四半期包括利益 △2,480 △5,633
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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)  

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。 

  

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) 

 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 

 （単位：千円） 

 
  

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連結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） 

  （単位：千円） 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報

（５）セグメント情報等

 
ステンレス鋼
その他金属材
料の販売事業

ステンレス鋼
その他金属加
工 製 品 の 製
造・販売事業

機械装置の製
造・販 売 及 び
エンジニアリ
ング事業

合計

 売上高

 (1) 外部顧客への売上高 28,100,569 631,108 502,993 29,234,671

 (2) セグメント間の内部売上高
    又は振替高 647,624 － 2,392 650,016

計 28,748,193 631,108 505,385 29,884,686

セグメント利益又は損失(△) 478,828 △9,231 △125,537 344,061

 利 益 金 額

報告セグメント計 344,061

セグメント間取引消去 29,060

四半期連結損益計算書の営業利益 373,120
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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) 

 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 

 （単位：千円） 

 
  

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連結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） 

 （単位：千円） 

 
ステンレス鋼
その他金属材
料の販売事業

ステンレス鋼
その他金属加
工 製 品 の 製
造・販売事業

機械装置の製
造・販 売 及 び
エンジニアリ
ング事業

合計

 売上高

 (1) 外部顧客への売上 30,781,903 651,990 660,831 32,094,724

 (2) セグメント間の内部売上高
    又は振替高 351,207 432 3,421 355,061

計 31,133,110 652,422 664,252 32,449,785

セグメント利益又は損失(△) 219,064 50,567 △107,012 162,619

 利 益 金 額

報告セグメント計 162,619

セグメント間取引消去 22,148

四半期連結損益計算書の営業利益 184,768
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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） 

(自己株式の取得) 

 当社は、平成23年５月23日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、当該決議に基づき以下の

とおり自己株式の取得を実施いたしました。 

1．自己株式取得の理由 

資本効率を向上させ、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るため。 

2．取得の方法 

 平成23年５月23日の終値（ 終特別気配値段及び気配値段を含む）296円で、平成23年５月24日午前

８時45分の大阪証券取引所のＪ－ＮＥＴ市場での自己株式取得取引に関する委託を行う（その他の取引

制度や取引時間への変更は行わない）。 

3．取得の内容 

（1）取得する株式の種類 当社普通株式 

（2）取得する株式の総数 508,000株（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 4.2％） 

 上記Ｊ－ＮＥＴ市場での取引の結果、当社普通株式508,000株（150,368千円）を取得いたしました。

  

該当事項はありません。  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（１）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

（２）その他

（７）重要な後発事象
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