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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 15,409 △6.5 508 26.9 516 27.8 289 196.5
24年3月期第3四半期 16,486 15.1 400 ― 403 ― 97 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 265百万円 （366.8％） 24年3月期第3四半期 56百万円 （―％）

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 14.63 ―
24年3月期第3四半期 4.91 ―

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 23,927 14,018 58.0
24年3月期 25,159 13,941 54.9
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 13,887百万円 24年3月期 13,810百万円

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 ― 4.50 4.50
25年3月期 ― 2.00 ―
25年3月期（予想） 3.00 5.00

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 ： 無

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 20,350 △6.5 550 △3.7 540 △4.8 300 4.3 15.14



(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（注記事項）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。

※  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 ： 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） 25年3月期3Q 19,970,000 株 24年3月期 19,970,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 479,707 株 24年3月期 112,066 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 19,821,036 株 24年3月期3Q 19,908,107 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、震災復興関連などから緩やかに回復の兆しが見ら

れたものの、欧州債務問題の懸念や長期化する円高などにより、依然として先行き不透明な状況で推移

しました。

当社グループの関連業界についても、このような経済環境から、公共投資は増加したものの、人員不

足等による建設関連の工事遅延などから、鋼材需要は伸び悩みました。

当社はこのような状況のなか、製品販売価格安、エネルギーコストの上昇などの悪化要因はありまし

たが、主原料である鉄スクラップ価格が安価に推移したことなどから、前年同四半期を上回る利益を確

保することができました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は15,409百万円（前年同四半期比6.5％減）、

経常利益は516百万円（前年同四半期403百万円の経常利益）、四半期純利益は289百万円（前年同四半

期97百万円の四半期純利益）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1,231百万円減少して、

23,927百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末比1,029百万円の減少）により、流動資

産が前連結会計年度末に比べ1,184百万円減少して、15,167百万円になったことや、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31百万円の減少）により、固定資産が前連結

会計年度末に比べ47百万円減少して、8,759百万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1,308百万円減少して、

9,908百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比744百万円の減少）により、流動負債

が前連結会計年度末に比べ975百万円減少して、8,334百万円になったことや、長期借入金の減少（前連

結会計年度末比386百万円の減少）により、固定負債が前連結会計年度末に比べ333百万円減少して、

1,573百万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77百万円増加して、

14,018百万円となりました。

また、自己資本比率については、前連結会計年度末の54.9％から3.1ポイント増加して、当第３四半

期連結会計期間末には58.0％となりました。

通期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成24年８月１日）から修正しておりません。

なお、この判断は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。

従って、今後の主原料である鉄スクラップ価格や鋼材市況等の変動により、業績予想値が変わる可能

性があります。

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）

当社の連結子会社の一部は、従来、建物を除く有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用し

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、子会社における経済的便益の消費パターンを考慮した上で、より合理的な減価償却方法

を採用すべく検討した結果、製品の安定した需要により、生産設備等の安定的な使用が見込まれること

や、主要設備の陳腐化のリスクが低く、設備維持コストは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耐用年数にわたり平均して発現すると想定されるため、減価償却方法を定額法に変

更することで、より合理的な費用配分が可能になると判断したため行うものであります。

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15,170千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(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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 5,673,343 4,780,349

受取手形及び売掛金 5,782,017 4,752,745

電子記録債権 1,366,364 2,555,452

商品及び製品 2,026,934 1,735,404

仕掛品 76,864 53,959

原材料及び貯蔵品 1,267,832 1,101,275

繰延税金資産 155,277 172,657

その他 36,240 47,899

貸倒引当金 △32,812 △32,153

流動資産合計 16,352,063 15,167,591

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,164,757 8,202,361

減価償却累計額 △5,085,889 △5,224,202

建物及び構築物（純額） 3,078,867 2,978,158

機械装置及び運搬具 19,055,304 19,334,567

減価償却累計額 △16,556,001 △16,767,067

機械装置及び運搬具（純額） 2,499,303 2,567,500

工具、器具及び備品 1,855,769 1,846,996

減価償却累計額 △1,601,508 △1,598,436

工具、器具及び備品（純額） 254,261 248,560

土地 1,797,188 1,782,632

リース資産 55,231 89,965

減価償却累計額 △16,006 △25,534

リース資産（純額） 39,224 64,430

建設仮勘定 － 6,017

有形固定資産合計 7,668,844 7,647,300

無形固定資産

ソフトウエア 10,789 10,314

その他 3,785 3,850

無形固定資産合計 14,574 14,164

投資その他の資産

投資有価証券 844,853 813,330

繰延税金資産 210,103 217,103

その他 85,635 84,965

貸倒引当金 △17,023 △17,023

投資その他の資産合計 1,123,569 1,098,375

固定資産合計 8,806,988 8,759,841

資産合計 25,159,051 23,927,432
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(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 6,315,365 5,570,465

短期借入金 2,363,240 1,852,344

未払法人税等 50,039 201,178

その他 581,526 710,897

流動負債合計 9,310,171 8,334,886

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 981,886 595,479

退職給付引当金 600,246 660,838

役員退職慰労引当金 151,117 120,537

資産除去債務 6,397 6,451

その他 17,634 40,618

固定負債合計 1,907,282 1,573,924

負債合計 11,217,454 9,908,810

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 10,403,609 10,564,518

自己株式 △22,779 △81,230

株主資本合計 13,749,705 13,852,164

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 60,684 35,743

その他の包括利益累計額合計 60,684 35,743

少数株主持分 131,206 130,713

純資産合計 13,941,597 14,018,621

負債純資産合計 25,159,051 23,927,432
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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 16,486,433 15,409,040

売上原価 14,220,619 13,049,324

売上総利益 2,265,813 2,359,715

販売費及び一般管理費 1,865,357 1,851,408

営業利益 400,456 508,307

営業外収益

受取利息 467 500

受取配当金 24,089 25,097

その他 25,701 19,679

営業外収益合計 50,259 45,277

営業外費用

支払利息 37,271 30,488

手形売却損 1,046 917

その他 8,423 5,835

営業外費用合計 46,741 37,242

経常利益 403,973 516,342

特別利益

固定資産売却益 1,128 5,075

保険解約返戻金 － 1,158

受取保険金 24,236 －

特別利益合計 25,364 6,234

特別損失

固定資産売却損 1,785 8,274

減損損失 8,051 14,556

固定資産除却損 4,907 13,652

投資有価証券評価損 64,103 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,078

特別損失合計 78,848 37,560

税金等調整前四半期純利益 350,490 485,016

法人税等 246,741 194,444

少数株主損益調整前四半期純利益 103,748 290,572

少数株主利益 5,955 586

四半期純利益 97,793 289,985
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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 103,748 290,572

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △46,840 △24,940

その他の包括利益合計 △46,840 △24,940

四半期包括利益 56,908 265,631

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 50,953 265,044

少数株主に係る四半期包括利益 5,955 586
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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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