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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 21,758 13.3 570 ― 567 ― 287 ―
23年3月期 19,212 2.2 △536 ― △537 ― △535 ―

（注）包括利益 24年3月期 298百万円 （―％） 23年3月期 △479百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 14.46 ― 2.1 2.3 2.6
23年3月期 △26.87 ― △3.9 △2.3 △2.8

（参考） 持分法投資損益 24年3月期 ―百万円 23年3月期 ―百万円

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 25,159 13,941 54.9 695.46
23年3月期 23,573 13,682 57.5 680.67

（参考） 自己資本 24年3月期 13,810百万円 23年3月期 13,554百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 1,585 △292 372 5,500
23年3月期 △123 △728 △724 3,835

2.  配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50 29 ― 0.2
24年3月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50 89 31.1 0.7
25年3月期(予想) ― 2.00 ― 3.00 5.00 33.2

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 10,770 0.0 270 788.2 280 696.6 150 ― 7.54
通期 21,700 △0.3 550 △3.7 540 △4.8 300 4.3 15.08



※  注記事項
(1) 期中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) 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、添付資料16ページをご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

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 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 112,066 株 23年3月期 55,866 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 19,896,529 株 23年3月期 19,916,381 株

（参考）個別業績の概要

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 21,387 13.1 478 ― 530 ― 271 ―
23年3月期 18,909 0.9 △648 ― △624 ― △580 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 13.63 ―
23年3月期 △29.13 ―

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 23,758 12,502 52.6 629.59
23年3月期 21,975 12,263 55.8 615.81

（参考） 自己資本 24年3月期 12,502百万円 23年3月期 12,263百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手

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、添付資
料2ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」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

第2四半期(累計) 10,570 0.0 210 ― 250 270.4 140 387.0 7.04
通期 21,300 △0.4 440 △8.0 480 △9.6 280 3.3 14.07
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①当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響に加え、欧州債務問題や円高の長期化な

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。

当社グループの関連業界につきましても、震災の影響により建設工事の見合わせや遅延が発生するな

ど鋼材需要は伸び悩み、さらに主原料である鉄スクラップ価格の高止まりや原油価格などの上昇によ

り、電力料金や諸資材価格が値上がりするなど厳しい経営環境でありました。

当社はこのような状況のなか、収支改善施策や 終年度となった改善活動「ACE1500」を主体に全社

一丸となって鋭意努力いたしました。

その中で、販売面では、主力製品の異形棒鋼は、積極的な営業活動を推進し、製品販売価格の改善と

製品販売数量の確保に努めました。土木・加工製品等については、既存製品の拡販と新製品の開発・拡

販に努めてまいりました。

また、コスト面では、操業の安定化を優先するとともに、製造コストの削減や固定費の圧縮に取り組

んでまいりました。

その結果、当連結グループにおける売上高は、製品販売数量の増加などにより、21,758百万円（前年

同期比13.3％増加）となりました。

収益面では、製品販売価格の改善が大きく影響し、経常利益は567百万円（前年同期537百万円の経常

損失）、当期純利益は287百万円（前年同期535百万円の当期純損失）の計上をすることができました。

②次期の見通し

今後の見通しにつきましては、震災復興の需要が顕在化してくると見込まれることなどから、景気の

持ち直しが期待されるものの、原発問題に伴う電力供給不安など、予断を許さない状況が継続するもの

と予想されます。

当社グループの関連業界につきましても、このような経営環境の影響を受け、鋼材需要および鉄スク

ラップ価格の動向に加え、電力料金の値上げなどが懸念されます。

当社といたしましては、このような経営環境を踏まえ、本年４月から開始した新たな改善活動

「ACC1000」に取り組み、収益力の向上を目指してまいります。

販売面におきましては、主力製品である異形棒鋼は、原材料価格の動向を注視しつつ、需要に見合っ

た生産・販売の徹底と製品販売価格重視の営業活動を展開します。土木・加工製品等は、新規顧客の開

拓と顧客ニーズに沿った新製品の開発に取り組んでまいります。

コスト面では当社グループを挙げて、原材料などの諸費用が増えるなか、改善活動を中心とした諸施

策に取り組み、コスト低減を図るとともに、引き続き顧客の満足する高品質で価格競争力のある製品の

提供を目指してまいります。

今後もグループ各社の経営体質の改善・強化に積極的に取り組み、グループ全体の経営安定を図って

いく所存であります。

なお、通期の連結業績見込みにつきましては、売上高21,700百万円、営業利益550百万円、経常利益

540百万円、当期純利益300百万円を見込んでおります。

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,585百万円増加して、25,159百

万円となりました。

これは主に、減価償却費の計上等による有形固定資産の減少（前連結会計年度末比564百万円の減

少）等により、固定資産が前連結会計年度末に比べ755百万円減少して、8,806百万円になったもの

の、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比1,677百万円の増加）、電子記録債権の増加（前連結

会計年度末比1,159百万円の増加）等により、流動資産が前連結会計年度末に比べ2,341百万円増加し

て、16,352百万円になったことによるものであります。

（ロ）負債

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,327百万円増加して、11,217百

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803百万円の増加）等により、流動

負債が前連結会計年度末に比べ1,053百万円増加して、9,310百万円になったことと、長期借入金の増

加（前連結会計年度末比164百万円の増加）、社債の増加（前連結会計年度末比150百万円の増加）等

により、固定負債が前連結会計年度末に比べ273百万円増加して、1,907百万円になったことによるも

のであります。

（ハ）純資産

当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ258百万円増加して、13,941百

万円となりました。

これは主に、当期純利益287百万円を計上したことによるものであります。

また、自己資本比率については、前連結会計年度末の57.5％から2.6ポイント減少して、当連結会

計年度末には54.9％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、5,500百万円となり、

前連結会計年度末に比べ1,665百万円（43.4％）増加しました。各キャッシュ・フローの状況は次のと

おりであります。

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における営業活動による資金は、1,585百万円の増加（前連結会計年度比1,708百万

円の増加）となりました。収入の主な内訳は、減価償却費829百万円、仕入債務の増加803百万円、税

金等調整前当期純利益570百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加1,015百万円でありま

す。

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における投資活動による資金は、292百万円の減少（前連結会計年度比436百万円の

増加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出302百万円によるものでありま

す。

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における財務活動による資金は、372百万円の増加（前連結会計年度比1,097百万円

の増加）となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,012百万円、長期借入金の返済による

支出651百万円によるものであります。

（２）財政状態に関する分析
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当社における利益配分の基本方針は、連結業績に応じた株主への利益還元と今後の事業展開ならびに

企業体質強化に向けた内部留保の充実です。内部留保につきましては、長期的かつ安定的な事業展開を

図るための設備投資や新製品の開発に充当し、企業体質の強化に努めてまいります。連結業績に応じた

利益還元の指標は、連結配当性向30％程度を目標といたしますが、安定的な配当継続にも充分な考慮を

払ったうえで決定いたします。

当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開および株主への利益還元等を総合的に

勘案し、１株当たり４円50銭とすることを本年６月開催の定時株主総会に提案させていただく予定であ

ります。

なお、次期の配当金につきましては、中間配当金は１株当たり２円、期末配当金は１株当たり３円と

し、年間では１株当たり５円を予定しております。

①市場環境等の変化によるリスク

当社グループは、鉄鋼資源のリサイクル企業として、鉄スクラップを主原料とし特色ある高品質・高

付加価値製品を市場に供給することで経営の安定、発展を図っておりますが、当社の属する普通鋼電炉

業界は、市況産業であり業績が景気変動の影響を受けやすい産業であります。特に公共投資、民間設備

投資及び住宅建築等の鋼材需要の変動や製品の市場価格によって、当社グループの業績及び財務状況に

大きく影響いたします。

当社グループが消費する主原料である鉄スクラップ、合金鉄、燃料等の価格は国際的な経済状況の動

きを反映して、大幅に変動する可能性があります。

従って、このような原料等の値上がり分を考慮して、製品価格の改善並びにコスト低減をすべく努力

するものの、製品価格の改善が図れなかった場合は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。

②法的規制によるリスク

当社グループの事業活動は、様々な規制や法令の適用を受けています。これらの法規制の変更等によ

り、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③災害、事故によるリスク

当社グループは、災害の事前防止対策や設備の事前点検を実施し、災害防止に努めておりますが、大

規模な地震、台風等の自然災害に見舞われ、重大な設備事故や人的被害が発生した場合には、工場の操

業停止等により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

④電力供給問題によるリスク

東日本大震災による原子力発電所の事故を契機に、各地の原子力発電所が停止し、全国的な電力不足

が懸念されています。

当社グループは、電力需要の少ない夜間時間帯を中心に操業を行っておりますが、今後、夜間時間帯

を含む電力供給量に大幅な制限が生じた場合には、工場の操業を縮小する可能性があります。また、原

子力発電所の停止等に伴い電気料金の大幅な値上げが実施された場合には、当社グループの業績及び財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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当社及び当社の関係会社（子会社４社、関連会社１社、その他の関係会社１社により構成）は鉄鋼製

品の製造加工並びに販売等を主な事業としております。

事業の系統図で示しますと、次のとおりであります。（平成24年３月31日現在）

２．企業集団の状況
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当社グループは、鉄鋼資源のリサイクル企業として資源保護と、環境保護に一定の役割を果たしつ

つ、当社グループの特色ある高品質・高付加価値製品を市場に供給することで経営の安定、発展を図

り、株主をはじめ関係先の負託に応えて行くことを基本方針としております。

当社は、経営の適切な経営判断を目的とする各種の経営指標を用いております。それらの結果の総合

的な分析により、企業価値を高めてまいります。

当社グループは、鉄鋼素材から土木・建築向け加工製品までの一貫体制のなかで、より高付加価値製

品の開発・拡充を指向、他社との差別化、優位性を図り経営基盤の安定・強化を目指しております。

グループ経営の一体化のもとで、各社の役割を明確化し、共有化された目標を掲げ、効率的なグルー

プ経営を実践することにあります。具体的には、営業面では、顧客情報・ニーズの一元的かつ迅速な収

集を行い、従来に増して効率的、効果的な営業活動を展開するとともに新規顧客の開拓、新製品の開発

につなげ、売上高の拡大を目指してまいります。コスト面では、継続的に実施している改善活動を中心

にグループを挙げて強力に推進し、競争力の強化に努めてまいります。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表
（１）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)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,995,700 5,673,343

受取手形及び売掛金 5,925,762 5,782,017

電子記録債権 206,898 1,366,364

たな卸資産 3,358,052 3,371,631

繰延税金資産 195,499 155,277

その他 367,605 36,240

貸倒引当金 △38,462 △32,812

流動資産合計 14,011,056 16,352,063

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,130,763 8,164,757

減価償却累計額 △4,893,282 △5,085,889

建物及び構築物（純額） 3,237,480 3,078,867

機械装置及び運搬具 18,996,212 19,055,304

減価償却累計額 △16,157,444 △16,556,001

機械装置及び運搬具（純額） 2,838,767 2,499,303

工具、器具及び備品 1,850,178 1,855,769

減価償却累計額 △1,574,977 △1,601,508

工具、器具及び備品（純額） 275,200 254,261

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 △16,006

リース資産（純額） 48,369 39,224

建設仮勘定 28,030 －

有形固定資産合計 8,233,088 7,668,844

無形固定資産 15,992 14,574

投資その他の資産

投資有価証券 850,891 844,853

繰延税金資産 386,051 210,103

その他 91,224 85,635

貸倒引当金 △15,210 △17,023

投資その他の資産合計 1,312,957 1,123,569

固定資産合計 9,562,038 8,806,988

資産合計 23,573,094 25,159,051
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,511,653 6,315,365

短期借入金 2,146,737 2,363,240

未払法人税等 27,653 50,039

その他 570,878 581,526

流動負債合計 8,256,922 9,310,171

固定負債

社債 － 150,000

長期借入金 817,167 981,886

退職給付引当金 575,901 600,246

役員退職慰労引当金 133,478 151,117

資産除去債務 6,324 6,397

その他 100,533 17,634

固定負債合計 1,633,404 1,907,282

負債合計 9,890,327 11,217,454

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 10,403,609

自己株式 △15,231 △22,779

株主資本合計 13,499,478 13,749,705

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 60,684

その他の包括利益累計額合計 55,411 60,684

少数株主持分 127,878 131,206

純資産合計 13,682,767 13,941,597

負債純資産合計 23,573,094 25,159,051
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 19,212,898 21,758,940

売上原価 17,449,466 18,669,174

売上総利益 1,763,431 3,089,766

販売費及び一般管理費 2,299,918 2,518,865

営業利益又は営業損失（△） △536,486 570,900

営業外収益

受取利息 1,088 675

受取配当金 23,049 24,206

受取賃貸料 1,842 1,868

助成金収入 20,093 6,620

還付加算金 1,704 9,138

貸倒引当金戻入額 － 7,236

その他 10,672 7,601

営業外収益合計 58,450 57,347

営業外費用

支払利息 51,605 49,660

手形売却損 1,355 1,364

その他 6,490 10,201

営業外費用合計 59,450 61,226

経常利益又は経常損失（△） △537,486 567,021

特別利益

固定資産売却益 250 1,133

負ののれん発生益 4,631 －

貸倒引当金戻入額 985 －

受取保険金 － 24,236

保険解約返戻金 17,881 －

特別利益合計 23,749 25,370

特別損失

固定資産売却損 326 1,814

減損損失 8,402 8,051

固定資産除却損 13,426 10,049

投資有価証券評価損 155,340 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,895

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 182,131 21,811

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△695,869 570,579

法人税、住民税及び事業税 51,977 50,976

法人税等調整額 △211,366 226,826

法人税等合計 △159,388 277,803

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△536,480 292,776

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,329 5,128

当期純利益又は当期純損失（△） △535,151 287,647
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連結包括利益計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△536,480 292,776

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 56,866 5,273

その他の包括利益合計 56,866 5,273

包括利益 △479,614 298,049

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △478,285 292,920

少数株主に係る包括利益 △1,329 5,128
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,969,269 1,969,269

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,969,269 1,969,269

資本剰余金

当期首残高 1,399,606 1,399,606

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,399,606 1,399,606

利益剰余金

当期首残高 10,821,328 10,145,832

当期変動額

剰余金の配当 △159,344 △29,871

当期純利益又は当期純損失（△） △535,151 287,647

連結範囲の変動 19,000 －

当期変動額合計 △675,496 257,776

当期末残高 10,145,832 10,403,609

自己株式

当期首残高 △14,551 △15,231

当期変動額

自己株式の取得 △679 △7,548

当期変動額合計 △679 △7,548

当期末残高 △15,231 △22,779

株主資本合計

当期首残高 14,175,653 13,499,478

当期変動額

剰余金の配当 △159,344 △29,871

当期純利益又は当期純損失（△） △535,151 287,647

連結範囲の変動 19,000 －

自己株式の取得 △679 △7,548

当期変動額合計 △676,175 250,227

当期末残高 13,499,478 13,749,705
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △1,454 55,411

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

56,866 5,273

当期変動額合計 56,866 5,273

当期末残高 55,411 60,684

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △1,454 55,411

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

56,866 5,273

当期変動額合計 56,866 5,273

当期末残高 55,411 60,684

少数株主持分

当期首残高 － 127,878

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 127,878 3,328

当期変動額合計 127,878 3,328

当期末残高 127,878 131,206

純資産合計

当期首残高 14,174,199 13,682,767

当期変動額

剰余金の配当 △159,344 △29,871

当期純利益又は当期純損失（△） △535,151 287,647

連結範囲の変動 19,000 －

自己株式の取得 △679 △7,548

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 184,744 8,601

当期変動額合計 △491,431 258,829

当期末残高 13,682,767 13,941,597
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△695,869 570,579

減価償却費 944,675 829,649

減損損失 8,402 8,051

負ののれん発生益 △4,631 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,210 24,345

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,201 17,639

貸倒引当金の増減額（△は減少） 122 △3,837

受取利息及び受取配当金 △24,137 △24,881

支払利息 52,960 51,024

有形固定資産売却損益（△は益） 75 680

有形固定資産除却損 13,426 10,049

売上債権の増減額（△は増加） △740,973 △1,015,721

たな卸資産の増減額（△は増加） △496,137 △13,578

仕入債務の増減額（△は減少） 1,268,388 803,711

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,335 68,201

その他の固定資産の増減額（△は増加） 207 △6,668

その他の流動負債の増減額（△は減少） 7,181 33,993

その他の固定負債の増減額（△は減少） △75,701 △69,296

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,502 111,928

投資有価証券評価損益（△は益） 155,340 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,895

受取保険金 － △24,236

保険解約損益（△は益） △17,881 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,636 －

その他 △4,203 10,850

小計 394,050 1,384,380

利息及び配当金の受取額 24,335 24,873

利息の支払額 △52,115 △50,171

法人税等の支払額 △505,961 △50,538

法人税等の還付額 16,271 276,806

営業活動によるキャッシュ・フロー △123,419 1,585,350
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 6,000

定期預金の預入による支出 △6,423 △18,009

投資有価証券の取得による支出 △268 △470

有形固定資産の取得による支出 △748,293 △302,122

有形固定資産の売却による収入 1,498 2,994

無形固定資産の取得による支出 △1,480 △4,131

その他の収入 38,559 45,245

その他の支出 △11,832 △21,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △728,241 △292,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △25,000 20,000

長期借入れによる収入 100,000 1,012,778

長期借入金の返済による支出 △629,995 △651,556

社債の発行による収入 － 150,000

社債の償還による支出 － △100,000

自己株式の取得による支出 △679 △7,548

配当金の支払額 △159,784 △30,760

少数株主への配当金の支払額 － △1,800

リース債務の返済による支出 △9,353 △18,824

財務活動によるキャッシュ・フロー △724,811 372,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,576,472 1,665,634

現金及び現金同等物の期首残高 5,290,148 3,835,084

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

121,409 －

現金及び現金同等物の期末残高 3,835,084 5,500,719
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該当事項なし。

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社の名称

子会社は全て連結しており、その会社名は、北越興業㈱、㈱北越タンバックル、㈱メタルトランスポ

ート及び北興商事㈱である。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用しない関連会社

北国酸素㈱については連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外している。

(2) 他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会

社としなかった当該他の会社等の名称

東日本製鋼協同組合

（関連会社としなかった理由）

当組合は、協同組合法の基準及び原則に準拠し、現在４社で平等に出資額が配分されており、当社が

単独で重要な影響を与えることはできないため、関連会社としていない。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致している。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。

製品・半製品・仕掛品 総平均法

原材料・貯蔵品 移動平均法

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は、移動平均法により算定している)

時価のないもの 移動平均法による原価法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(3) 重要な引当金の計上基準

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなる。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

有形固定資産（リース資

産を除く）

当社及び連結子会社のうち１社は定額法、その他の連結子会社については建物(建物

附属設備を除く)のみ定額法、その他は定率法によっている。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物及び構築物 ２～52年

機械装置及び運搬具 ２～22年

工具、器具及び備品 ２～20年

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっている。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

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

法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。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る。

この変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の減価償却費が25,631千円

減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ22,646千円増

加している。

無形固定資産 定額法によっている。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっている。

リース資産

所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリ

ース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース期間開始日が平成20

年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。

貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上している。

なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理している。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してい

る。

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
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（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしている。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に表示

していた6,132,660千円は、「受取手形及び売掛金」5,925,762千円、「電子記録債権」206,898千円とし

て組み替えている。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「還付加算金」は、営業外収益の

総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしている。この表示方法の変更

を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた

12,377千円は、「還付加算金」1,704千円、「その他」10,672千円として組み替えている。

（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）

当連結会計年度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）を適用してい

る。

（法人税率の変更等による影響）

「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）が平成23年12月２日に公布され、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。これ

に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.4％から、平成24年４

月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差

異については37.8％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異につ

いては35.4％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金

額）は34,293千円減少し、法人税等調整額は37,332千円増加しております。

（７）表示方法の変更

（８）追加情報
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期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理している。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われ

たものとして処理している。

減損損失

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

当社グループは、事業及び製造工程の関連性により資産をグルーピングしており、以下の資産グルー

プについて、地価の著しい下落等の理由により、帳簿価額を回収可能価額まで減損処理した。

なお、回収可能価額は正味売却価額を用い、正味売却価額は固定資産税評価額に合理的な調整を加え

る方法により算定している。

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)

当社グループは、事業及び製造工程の関連性により資産をグルーピングしており、以下の資産グルー

プについて、地価の著しい下落等の理由により、帳簿価額を回収可能価額まで減損処理した。

なお、回収可能価額は正味売却価額を用い、正味売却価額は固定資産税評価額に合理的な調整を加え

る方法により算定している。

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

受取手形 ― 1,246,075千円

支払手形 ― 236,688千円

設備関係支払手形（流動負債「その他」） ― 35,594千円

(連結損益計算書関係)

用途 種類 場所 減損金額

遊休資産 土地
新潟県
長岡市

8,402千円

用途 種類 場所 減損金額

遊休資産 土地
新潟県
長岡市

8,051千円

(連結包括利益計算書関係)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 △6,508千円

組替調整額 ―

税効果調整前 △6,508千円

税効果額 11,782千円

その他有価証券評価差額金 5,273千円

その他の包括利益合計 5,273千円
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（変動事由の概要）

該当事項なし。

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りである。

単元未満株式の買取りによる増加 3,960株

該当事項なし。

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 19,970,000 ― ― 19,970,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 51,906 3,960 ― 55,866

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月24日
定時株主総会

普通株式 159,344 8.00 平成22年３月31日 平成22年６月25日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 29,871 1.50 平成23年３月31日 平成23年６月24日
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（変動事由の概要）

該当事項なし。

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りである。

取締役会決議による自己株式の取得による増加 55,000株

単元未満株式の買取りによる増加 1,200株

該当事項なし。

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

当社グループは鉄鋼製品の製造加工並びに販売等を主な事業とする「鉄鋼事業」の単一セグメン

トであり、製品及びサービスごとの区分はないため、記載を省略している。

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 19,970,000 ― ― 19,970,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 55,866 56,200 ― 112,066

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月23日
定時株主総会

普通株式 29,871 1.50 平成23年３月31日 平成23年６月24日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 89,360 4.50 平成24年３月31日 平成24年６月27日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

現金及び預金勘定 3,995,700千円 5,673,343千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△160,615千円 △172,624千円

現金及び現金同等物 3,835,084千円 5,500,719千円

(セグメント情報等)
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１ 関連当事者との取引

(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等

売買については、価格その他の取引条件は、基本的に当社と関連を有しない他の当事者と同様である。

(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等

売買については、価格その他の取引条件は、基本的に当社と関連を有しない他の当事者と同様である。

開示対象となる重要な取引はない。

(関連当事者情報)

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又
は出資金

(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等

の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社

トピー工業
㈱

東京都
品川区

20,983,430

自動車車
輪、条鋼、
建設機械部

品等の製造
販売

(被所有)
直接 33.3

間接 1.3

当社製品の販売、半
製品の購入

役員の兼任

形鋼・加工製

品の販売
782,235 売掛金 261,332

半製品の購入
他

7,725 ― ―

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)

割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の

関係会社

トピー工業

㈱

東京都

品川区
20,983,430

自動車車

輪、条鋼、
建設機械部
品等の製造

販売

(被所有)
直接 33.4
間接 1.3

当社製品の販売、半
製品の購入
役員の兼任

形鋼・加工製
品の販売

857,099 売掛金 402,086

半製品の購入

他
8,017 買掛金 7,704

(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
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(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等

売買については、価格その他の取引条件は、基本的に当社と関連を有しない他の当事者と同様であり、設備

の購入については、数社から見積の提示により発注価格を決定しており、支払条件についても一般の設備導

入と同様である。

また、賃貸借については、減価償却費相当額、金利相当額及び固定資産税相当額を勘案し、賃貸借料を決定

している。

(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等

売買については、価格その他の取引条件は、基本的に当社と関連を有しない他の当事者と同様であり、設備

の購入については、数社から見積の提示により発注価格を決定しており、支払条件についても一般の設備導

入と同様である。

また、賃貸借については、減価償却費相当額、金利相当額及び固定資産税相当額を勘案し、賃貸借料を決定

している。

該当事項なし。

開示対象となる重要な取引はない。

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項なし。

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又
は出資金

(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等

の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

そ の 他
の 関 係
会 社 の

子会社

トピー実業
㈱

東京都
品川区

480,000

鉄鋼原料、
非鉄金属、

一般鋼材、
建設資材、
自動車部品

等の販売及
び工事の請
負

(被所有)

直接 1.3
間接 ―

当社製品の販売及び
原材料等の購入

棒鋼、形鋼、
加工製品等の

販売

990,423 売掛金 436,781

原材料等の購
入他

3,249,450 買掛金 1,547,945

設備の購入 8,255 未払金 1,044

事務所の賃貸 840 ─ ―

事務所の賃借 720 ─ ―

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

そ の 他
の 関 係
会 社 の

子会社

トピー実業
㈱

東京都
品川区

480,000

鉄鋼原料、
非鉄金属、

一般鋼材、
建設資材、
自動車部品

等の販売及
び工事の請
負

(被所有)

直接 1.3
間接 ―

当社製品の販売及び
原材料等の購入

棒鋼、形鋼、
加工製品等の

販売

932,445 売掛金 483,199

原材料等の購
入他

2,653,850 買掛金 1,417,219

設備の購入 840 ― ―

事務所の賃貸 840 ─ ―

事務所の賃借 720 ─ ―

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
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該当事項なし。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 680.67円 １株当たり純資産額 695.46円

算定上の基礎

連結貸借対照表の
純資産の部の合計額

13,682,767千円

普通株式に係る純資産額 13,554,889千円

差額の主な内訳

少数株主持分 127,878千円

普通株式の発行済株式数 19,970,000株

普通株式の自己株式数 55,866株

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

19,914,134株

算定上の基礎

連結貸借対照表の
純資産の部の合計額

13,941,597千円

普通株式に係る純資産額 13,810,390千円

差額の主な内訳

少数株主持分 131,206千円

普通株式の発行済株式数 19,970,000株

普通株式の自己株式数 112,066株

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

19,857,934株

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純損失（△） △26.87円 １株当たり当期純利益 14.46円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

ないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載していない。

算定上の基礎

連結損益計算書上の
当期純損失（△）

△535,151千円

普通株式に係る
当期純損失（△）

△535,151千円

普通株主に帰属しない
金額の主要な内訳

該当事項なし。

普通株式の期中平均株式数 19,916,381株

算定上の基礎

連結損益計算書上の
当期純利益

287,647千円

普通株式に係る当期純利益 287,647千円

普通株主に帰属しない
金額の主要な内訳

該当事項なし。

普通株式の期中平均株式数 19,896,529株

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,146,043 4,656,686

受取手形 2,843,765 2,392,449

売掛金 3,736,057 4,335,670

電子記録債権 206,898 1,366,364

製品 938,191 1,055,709

半製品 758,972 827,017

原材料 780,475 655,180

仕掛品 20,690 12,077

貯蔵品 326,386 306,083

前払費用 6,301 6,924

繰延税金資産 167,825 120,402

未収収益 20 39

未収入金 9,401 19,080

未収消費税等 70,129 －

未収還付法人税等 273,548 －

その他 928 1,104

貸倒引当金 △39,109 △33,708

流動資産合計 13,246,529 15,721,083

固定資産

有形固定資産

建物 5,980,972 5,984,444

減価償却累計額 △3,365,186 △3,507,046

建物（純額） 2,615,786 2,477,397

構築物 1,161,773 1,186,160

減価償却累計額 △822,605 △850,011

構築物（純額） 339,167 336,148

機械及び装置 16,199,876 16,210,881

減価償却累計額 △13,604,423 △13,928,338

機械及び装置（純額） 2,595,452 2,282,543

車両運搬具 48,201 48,201

減価償却累計額 △47,719 △48,201

車両運搬具（純額） 482 0

工具、器具及び備品 1,775,199 1,779,852

減価償却累計額 △1,510,490 △1,533,062

工具、器具及び備品（純額） 264,708 246,790

土地 1,222,390 1,214,338

リース資産 55,231 55,231

減価償却累計額 △6,862 △16,006

リース資産（純額） 48,369 39,224

建設仮勘定 21,064 －
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

有形固定資産合計 7,107,421 6,596,442

無形固定資産

商標権 205 369

ソフトウエア 5,874 6,315

施設利用権 74 67

その他 1,916 1,916

無形固定資産合計 8,071 8,669

投資その他の資産

投資有価証券 811,172 801,099

関係会社株式 441,496 445,396

出資金 390 390

長期前払費用 1,437 1,240

繰延税金資産 347,323 172,401

保険積立金 5,331 5,331

その他 19,839 20,179

貸倒引当金 △13,480 △13,540

投資その他の資産合計 1,613,511 1,432,498

固定資産合計 8,729,003 8,037,610

資産合計 21,975,533 23,758,693

負債の部

流動負債

支払手形 1,645,595 1,921,680

買掛金 4,749,836 5,486,098

短期借入金 1,350,000 1,350,000

1年内返済予定の長期借入金 398,737 600,492

リース債務 18,824 12,476

未払金 82,692 70,511

未払費用 168,935 182,944

未払法人税等 2,513 15,217

未払消費税等 － 98,657

預り金 8,561 14,009

設備関係支払手形 53,964 45,417

流動負債合計 8,479,660 9,797,504

固定負債

長期借入金 571,953 840,577

リース債務 25,625 13,149

退職給付引当金 476,746 498,551

役員退職慰労引当金 83,313 100,897

資産除去債務 5,027 5,097

その他 69,954 657

固定負債合計 1,232,619 1,458,930

負債合計 9,712,280 11,256,435
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,969,269 1,969,269

資本剰余金

資本準備金 1,399,606 1,399,606

資本剰余金合計 1,399,606 1,399,606

利益剰余金

利益準備金 297,660 297,660

その他利益剰余金

別途積立金 3,770,000 3,770,000

繰越利益剰余金 4,787,692 5,028,921

利益剰余金合計 8,855,352 9,096,581

自己株式 △15,231 △22,779

株主資本合計 12,208,998 12,442,678

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 54,255 59,579

評価・換算差額等合計 54,255 59,579

純資産合計 12,263,253 12,502,258

負債純資産合計 21,975,533 23,758,693

北越メタル株式会社(5446)　平成24年3月期　決算短信

－26－



（２）損益計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 18,909,052 21,387,803

売上原価

製品期首たな卸高 808,560 938,601

当期製品製造原価 16,169,135 17,329,095

当期製品仕入高 1,914,994 1,964,190

合計 18,892,690 20,231,888

製品期末たな卸高 938,601 1,056,045

たな卸資産評価損 32,414 △28,119

売上原価合計 17,986,502 19,147,722

売上総利益 922,549 2,240,081

販売費及び一般管理費 1,571,050 1,761,658

営業利益又は営業損失（△） △648,500 478,422

営業外収益

受取利息 828 564

有価証券利息 29 －

受取配当金 48,785 60,004

受取賃貸料 42,855 54,571

その他 16,130 23,366

営業外収益合計 108,630 138,507

営業外費用

支払利息 40,146 39,330

設備賃貸費用 38,494 40,053

その他 5,513 6,557

営業外費用合計 84,154 85,941

経常利益又は経常損失（△） △624,025 530,988

特別利益

固定資産売却益 － 710

特別利益合計 － 710

特別損失

固定資産売却損 314 1,785

減損損失 8,402 8,051

固定資産除却損 8,293 10,032

投資有価証券評価損 154,509 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,430

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,466 －

特別損失合計 174,986 21,300

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △799,011 510,398

法人税、住民税及び事業税 4,839 5,167

法人税等調整額 △223,722 234,131

法人税等合計 △218,883 239,298

当期純利益又は当期純損失（△） △580,127 271,100
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（３）株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,969,269 1,969,269

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,969,269 1,969,269

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 1,399,606 1,399,606

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,399,606 1,399,606

資本剰余金合計

当期首残高 1,399,606 1,399,606

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,399,606 1,399,606

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 297,660 297,660

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 297,660 297,660

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 3,770,000 3,770,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,770,000 3,770,000

繰越利益剰余金

当期首残高 5,527,165 4,787,692

当期変動額

剰余金の配当 △159,344 △29,871

当期純利益又は当期純損失（△） △580,127 271,100

当期変動額合計 △739,472 241,229

当期末残高 4,787,692 5,028,921

利益剰余金合計

当期首残高 9,594,825 8,855,352

当期変動額

剰余金の配当 △159,344 △29,871

当期純利益又は当期純損失（△） △580,127 271,100

当期変動額合計 △739,472 241,229

当期末残高 8,855,352 9,096,581
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

自己株式

当期首残高 △14,551 △15,231

当期変動額

自己株式の取得 △679 △7,548

当期変動額合計 △679 △7,548

当期末残高 △15,231 △22,779

株主資本合計

当期首残高 12,949,149 12,208,998

当期変動額

剰余金の配当 △159,344 △29,871

当期純利益又は当期純損失（△） △580,127 271,100

自己株式の取得 △679 △7,548

当期変動額合計 △740,151 233,680

当期末残高 12,208,998 12,442,678

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △4,033 54,255

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

58,288 5,324

当期変動額合計 58,288 5,324

当期末残高 54,255 59,579

評価・換算差額等合計

当期首残高 △4,033 54,255

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

58,288 5,324

当期変動額合計 58,288 5,324

当期末残高 54,255 59,579

純資産合計

当期首残高 12,945,116 12,263,253

当期変動額

剰余金の配当 △159,344 △29,871

当期純利益又は当期純損失（△） △580,127 271,100

自己株式の取得 △679 △7,548

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58,288 5,324

当期変動額合計 △681,863 239,005

当期末残高 12,263,253 12,502,258
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