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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 20,597 1.3 633 246.9 968 68.9 656 660.5
24年3月期第3四半期 20,333 △4.0 182 △55.0 573 △25.7 86 183.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 752百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △543百万円 （―％）

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 13.45 ―
24年3月期第3四半期 1.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 58,904 41,471 66.5
24年3月期 61,695 41,036 62.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  39,144百万円 24年3月期  38,795百万円

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  
平成25年3月期の期末配当については未定であります。 

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

24年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年3月期 ― 3.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

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 26,857 △2.5 501 217.1 831 10.1 514 311.2 10.53



(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Ｐ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(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 
・本資料に掲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Ｐ２「１．当四半期決算に関する定性的情報」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 51,755,478 株 24年3月期 51,755,478 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,013,764 株 24年3月期 2,894,809 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 48,833,969 株 24年3月期3Q 48,863,498 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震災からの復興需要等により、国内景気は穏やかな

回復基調となりましたが、中国等海外経済の減速により景気の先行きは不透明な状況で推移しておりま

す。  

 鉄鋼二次製品業界におきましては、公共投資の低迷並びに土木・建設業の不振等、経営環境は依然と

して厳しい状況が継続しております。  

 このような状況の中、当社グループは経営計画達成に向けて積極的に取り組み、販売面におきまして

は自動車関連が堅調に推移したことにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は20,597百万円（前年

同期比1.3％増）となりました。  

 利益面におきましては、増産による固定費負担の減少及びのれん償却の終了により、営業利益は633

百万円（前年同期比246.9%増）となり、経常利益は968百万円（前年同期比68.9％増）となり、 また、

投資有価証券評価損が減少したことにより、四半期純利益は656百万円（前年同期比660.5%増）となり

ました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は58,904百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,790百万円

減少となりました。流動資産は25,292百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,927百万円減少となり

ました。これは主に、現金及び預金、有価証券等の減少によるものです。固定資産は33,612百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ863百万円減少となりました。これは主に、有形固定資産等の減少による

ものです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は17,433百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,225百万

円減少となりました。流動負債は8,538百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,901百万円減少となり

ました。これは主に、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金等の減少によるものです。固定負債は

8,894百万円となり、前連結会計年度末に比べ324百万円減少となりました。これは主に、長期借入金等

の減少によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は41,471百万円となり、前連結会計年度末に比べ435百万

円増加となりました。これは主に、利益剰余金等の増加によるものです。この結果、自己資本比率は

66.5％となりました。 

  

平成25年３月期の業績につきましては、平成25年１月31日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

  

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。 

  

当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する方法を採用しております。  

  

当社及び国内連結子会社は、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。 

当該変更が当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び四

半期純利益に与える影響は、いずれも軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)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

（税金費用の計算）

（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）

-3-



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 8,624,733 7,514,485

受取手形及び売掛金 9,350,468 9,536,659

有価証券 1,025,965 701,184

製品 4,706,101 4,377,357

仕掛品 687,458 643,782

原材料及び貯蔵品 2,548,068 2,183,931

繰延税金資産 143,922 148,223

その他 137,182 191,345

貸倒引当金 △3,997 △4,197

流動資産合計 27,219,904 25,292,769

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,118,989 4,878,930

機械装置及び運搬具（純額） 2,549,301 2,275,784

土地 8,862,279 8,801,530

その他（純額） 226,147 220,850

有形固定資産合計 16,756,718 16,177,095

無形固定資産

ソフトウエア 252,942 237,744

その他 6,857 6,540

無形固定資産合計 259,800 244,284

投資その他の資産

投資有価証券 14,857,718 14,874,579

長期貸付金 290,708 294,329

繰延税金資産 566,634 566,685

その他 1,772,550 1,484,018

貸倒引当金 △28,560 △28,810

投資その他の資産合計 17,459,052 17,190,803

固定資産合計 34,475,570 33,612,184

資産合計 61,695,474 58,904,954

-4-



(単位：千円)

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 4,890,916 3,540,335

電子記録債務 － 1,368,437

短期借入金 2,050,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 3,028,000 1,438,000

未払金 623,308 641,197

未払法人税等 162,076 196,564

賞与引当金 183,807 55,756

その他 501,933 548,209

流動負債合計 11,440,041 8,538,500

固定負債

長期借入金 6,278,000 5,918,000

繰延税金負債 1,169,815 1,169,129

退職給付引当金 1,591,253 1,629,711

役員退職慰労引当金 100,844 111,695

その他 79,228 66,438

固定負債合計 9,219,142 8,894,975

負債合計 20,659,184 17,433,476

純資産の部

株主資本

資本金 10,720,068 10,720,068

資本剰余金 10,888,032 10,888,032

利益剰余金 18,512,528 18,876,300

自己株式 △895,054 △919,112

株主資本合計 39,225,574 39,565,289

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △419,087 △421,038

繰延ヘッジ損益 △10,829 －

その他の包括利益累計額合計 △429,917 △421,038

少数株主持分 2,240,633 2,327,227

純資産合計 41,036,290 41,471,478

負債純資産合計 61,695,474 58,904,954
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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 20,333,687 20,597,393

売上原価 17,236,914 17,337,888

売上総利益 3,096,772 3,259,504

販売費及び一般管理費 2,914,202 2,626,205

営業利益 182,570 633,298

営業外収益

受取利息 123,282 115,164

受取配当金 227,234 251,123

有価証券売却益 61,232 －

受取賃貸料 28,389 27,075

雑収入 61,475 41,446

営業外収益合計 501,614 434,810

営業外費用

支払利息 67,215 60,082

有価証券売却損 － 35,691

支払手数料 30,164 1,372

雑支出 13,359 2,207

営業外費用合計 110,739 99,354

経常利益 573,445 968,754

特別利益

固定資産売却益 4,400 48,139

補助金収入 5,698 －

特別利益合計 10,098 48,139

特別損失

投資有価証券評価損 469,717 5,025

固定資産除売却損 10,385 26,771

災害による損失 54,786 －

退職給付費用 188,788 －

解体撤去費用 － 16,353

その他 10,819 190

特別損失合計 734,497 48,339

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（△）

△150,954 968,554

法人税等 △70,634 232,467

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（△）

△80,320 736,086

少数株主利益又は少数株主損失（△） △166,705 79,093

四半期純利益 86,384 656,993
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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利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△80,320 736,086

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △573,678 △3,311

繰延ヘッジ損益 110,321 19,690

その他の包括利益合計 △463,357 16,379

四半期包括利益 △543,677 752,465

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △408,474 665,871

少数株主に係る四半期包括利益 △135,203 86,593
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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） 

該当事項はありません。 

  

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) 

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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