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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 7,406 △25.1 △30 ― △154 ― △200 ―
24年3月期第3四半期 9,887 △24.0 △624 ― △741 ― △1,215 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △202百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △1,216百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △6.69 ―
24年3月期第3四半期 △40.48 ―

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

25年3月期第3四半期 10,497 1,055 10.0 35.13
24年3月期 12,192 1,257 10.3 41.88
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,055百万円 24年3月期  1,257百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

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、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 9,800 △22.4 △35 ― △200 ― △250 ― △8.32



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表
に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお、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については、添付資料２ページ「経営成績に
関する分析」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
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） 25年3月期3Q 30,080,000 株 24年3月期 30,080,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 49,135 株 24年3月期 48,168 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 30,031,156 株 24年3月期3Q 30,035,198 株
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（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のわが国経済は、回復に向けて緩やかに持ち直しの動きが継続したものの、欧州金融危

機や中国など新興国経済の減速・成長鈍化懸念など、依然として先行が不透明な状況で推移いたしました。 

  鉄鋼業界におきましても、鋼材需要は力強さを欠き下期には減速し、平成24年（暦年）の国内粗鋼生産量は１億ト

ン台を維持したものの前年実績を下回りました。  

 このような経済状況に対処すべく、当社グループは、鉄鋼製品事業において、昨年度立ち上げたみがき帯鋼事業お

よびエンボス製品、加工品事業に集中する新体制の下で特長商品・サービスの拡充・拡販とコスト削減に取組んでま

いりました。固定費削減や原料費低減等のコスト改善は着実に進展しているものの、みがき帯鋼・ステンレスともに

実需が低迷し、受注がなかなか回復しない状況が続いております。特にみがき帯鋼においては、昨年秋口以降の自動

車の中国での売上急減の影響を大きく受けました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,406百万円（前年同期比25.1％減）、営業損失30百万円（前年

同期営業損失624百万円）、経常損失154百万円（前年同期経常損失741百万円)、四半期純損失200百万円（前年同期

四半期純損失1,215百万円）となりました。 

 なお、売上高が前年同期比減少しているのは、事業構造改善のためステンレスの国内販売事業の譲渡およびめっき

事業からの撤退をしたことによるものです。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における資産総額は10,497百万円となり、前連結会計年度末より1,694百万円減少いたしました。

これは主に商品及び製品、受取手形及び売掛金やその他の流動資産等の減少によるものです。  

 負債総額は、9,442百万円となり、前連結会計年度末より1,491百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び

買掛金、長短借入金やその他の流動負債等が減少したことによるものです。  

 純資産につきましては、1,055百万円となり前連結会計年度末より202百万円減少いたしました。これは主に利益剰

余金の減少によるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想の当四半期における修正につきましては、平成25年１月31日発表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。また、個別業績予想の当四半期における修正につきましてもあわせてご参照ください。   

  

（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 

  (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） 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に  

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる、損益に与える影響は軽微であります。  

       

当社グループは、営業損失、経常損失計上が継続し、継続企業の前提に関する重要事象等ととらえております。  

当社グループでは、継続企業の前提に関する重要事象等を解消すべく、次のような取り組みを実施しております。

当社は、平成24年3月期において、不採算事業であるステンレスの国内販売事業の譲渡およびめっき事業からの撤

退を断行し、売上高は減少いたしましたが、収益力のあるみがき帯鋼事業およびエンボス製品、加工品事業に集中す

る新事業体制を立ち上げました。その収益改善効果により、営業利益は第２四半期連結会計期間（平成24年７月～９

月）より黒字化し、経常利益はその赤字幅が着実に縮小しており早期の黒字化を実現してまいります。 

また、引き続き所有不動産の有効活用により利益面、資金調達面での下支えを行い、財政状態の維持・強化につい

ても万全を期してまいります。 

このような施策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないものと判断しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,577 1,334

受取手形及び売掛金 3,185 2,695

商品及び製品 741 637

仕掛品 563 538

原材料及び貯蔵品 409 309

繰延税金資産 26 13

その他 484 32

貸倒引当金 △59 △53

流動資産合計 6,929 5,507

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,462 1,394

機械装置及び運搬具（純額） 2,826 2,635

土地 642 642

その他（純額） 45 45

有形固定資産合計 4,977 4,717

無形固定資産 51 46

投資その他の資産   

投資有価証券 112 93

長期貸付金 4 4

繰延税金資産 60 79

その他 233 91

貸倒引当金 △178 △43

投資その他の資産合計 233 225

固定資産合計 5,262 4,990

資産合計 12,192 10,497



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,922 2,581

短期借入金 5,773 5,257

リース債務 56 65

未払法人税等 2 1

未払消費税等 55 0

賞与引当金 45 13

事業構造改善引当金 26 21

その他 632 217

流動負債合計 9,515 8,160

固定負債   

長期借入金 230 51

リース債務 368 358

繰延税金負債 3 2

退職給付引当金 696 743

役員退職慰労引当金 68 75

資産除去債務 30 30

その他 20 20

固定負債合計 1,418 1,282

負債合計 10,934 9,442

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,504 1,504

利益剰余金 △241 △442

自己株式 △6 △6

株主資本合計 1,256 1,055

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1 △0

その他の包括利益累計額合計 1 △0

純資産合計 1,257 1,055

負債純資産合計 12,192 10,497



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 9,887 7,406

売上原価 9,269 6,701

売上総利益 618 704

販売費及び一般管理費 1,243 735

営業損失（△） △624 △30

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

助成金収入 16 12

その他 18 15

営業外収益合計 35 28

営業外費用   

支払利息 122 122

その他 29 30

営業外費用合計 152 152

経常損失（△） △741 △154

特別利益   

固定資産売却益 733 －

特別利益合計 733 －

特別損失   

固定資産除却損 1 －

事業構造改善費用 1,066 －

事業整理に伴う精算金 － 50

特別損失合計 1,068 50

税金等調整前四半期純損失（△） △1,076 △204

法人税、住民税及び事業税 5 1

法人税等調整額 134 △5

法人税等合計 139 △3

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,215 △200

四半期純損失（△） △1,215 △200



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,215 △200

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 △1

その他の包括利益合計 △1 △1

四半期包括利益 △1,216 △202

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,216 △202

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 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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