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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 17,847 △0.2 124 ― 89 ― 65 ―
25年3月期第2四半期 17,882 △16.4 △118 ― △161 ― △227 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 202百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △341百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 5.89 ―
25年3月期第2四半期 △20.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 28,203 8,787 31.1
25年3月期 29,329 8,608 29.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  8,762百万円 25年3月期  8,582百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 5.50 5.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 37,600 2.1 520 ― 440 ― 400 ― 36.30



(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、四半期連結財務諸表に対
するレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年3月期2Q 12,000,000 株 25年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 980,427 株 25年3月期 980,427 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 11,019,573 株 25年3月期2Q 11,145,049 株
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当第２四半期（平成25年４月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、政府による経済政

策・金融政策への期待感から緩やかな景気回復の動きがみられたものの、欧州経済の長期低迷や新興国

経済の減速、消費税増税に対する消費者の節約志向などから、依然として先行き不透明な状況が続いて

おります。  

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、受注・販売量の確保に全力を尽くすとともに新規取引先の開拓など積極的な営業展

開を図りましたが、生産財分野におけるステンレス鋼需要の回復は鈍く、売上高は前年同期に比べ

0.2％減少の17,847百万円となりました。利益面につきましては、売上総利益率の向上に加え人件費を

中心とした販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、営業利益は124百万円（前年同期は118百万円の

損失）、経常利益は89百万円（前年同期は161百万円の損失）、四半期純利益は65百万円（前年同期は

227百万円の損失）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、販売価格が前年同期に比べ5.3％低下したものの販売数量が5.8％増加

したことなどにより、売上高は前年同期に比べ0.5％増加の16,847百万円となりました。営業利益は、

利益確保のため原価低減に努めた結果、売上総利益率が改善し128百万円（前年同期は204百万円の損

失）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  

 国内の建築分野及び中国での造管事業において、ステンレス加工品販売が引き続き好調に推移したこ

とにより、売上高は前年同期に比べ24.9％増加の605百万円、営業利益は前年同期に比べ11.0％増加の

63百万円となりました。 

  

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業 

 当第２四半期はプロジェクトの端境期であることに加え、上期に予定していた物件の一部の納期が下

期にずれ込んだため、売上高は前年同期に比べ37.8％減少の395百万円となり、営業損益は79百万円の

損失（前年同期は16百万円の利益）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

 資産合計は、投資有価証券が203百万円、ソフトウェアなどの無形固定資産が144百万円増加したもの

の、受取手形及び売掛金が1,549百万円、現金及び預金が397百万円減少したことなどにより、前連結会

計年度末に比べ1,126百万円減少し28,203百万円となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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（負債） 

  負債合計は、支払手形及び買掛金が1,606百万円減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ

1,305百万円減少し19,416百万円となりました。   

  

（純資産） 

 純資産合計は、四半期純利益65百万円、その他有価証券評価差額金の増加119百万円などにより、前

連結会計年度末に比べ180百万円増加し8,787百万円となりました。  

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の29.3％から31.1％となりました。  

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上、売上債権の

減少などがあったものの、仕入債務、未払消費税等が減少したことにより206百万円の支出（前年同期

は212百万円の収入）となりました。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産及び無形固定資産の取得などにより、181百万円の支出(前年同期は322百万円の支出)と

なりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金の減少、親会社による配当金の支払などにより19百万円の支出（前年同期は55百万円の収

入）となりました。 

  

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度

末から397百万円減少し、1,778百万円となりました。  

  

平成26年３月期の連結業績につきましては、平成25年10月28日に公表しました連結業績予想から変更

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。  

  

該当事項はありません。  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,175,001 1,777,826

受取手形及び売掛金 10,299,891 8,750,594

商品及び製品 6,519,577 6,628,933

仕掛品 82,904 66,096

原材料及び貯蔵品 136,489 148,798

繰延税金資産 94,106 104,143

その他 251,201 574,114

貸倒引当金 △6,985 △6,171

流動資産合計 19,552,184 18,044,334

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,481,871 5,465,449

その他（純額） 1,484,712 1,585,997

有形固定資産合計 6,966,584 7,051,446

無形固定資産 363,021 507,221

投資その他の資産   

投資有価証券 1,375,287 1,578,394

長期滞留債権 80,725 91,184

繰延税金資産 622,392 563,086

その他 448,837 455,267

貸倒引当金 △80,133 △87,637

投資その他の資産合計 2,447,108 2,600,295

固定資産合計 9,776,713 10,158,961

資産合計 29,328,897 28,203,296

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,720,095 10,113,954

短期借入金 5,765,878 5,682,842

未払法人税等 50,506 41,449

引当金 130,106 168,159

その他 465,071 711,170

流動負債合計 18,131,655 16,717,573

固定負債   

長期借入金 579,370 677,080

再評価に係る繰延税金負債 908,244 908,244

退職給付引当金 1,004,724 1,028,109

その他 97,321 85,159

固定負債合計 2,589,659 2,698,592

負債合計 20,721,314 19,416,165
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

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 4,586,101 4,628,991

自己株式 △244,419 △244,419

株主資本合計 6,911,840 6,954,730

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 280,568 399,861

繰延ヘッジ損益 139 8

土地再評価差額金 1,411,004 1,411,004

為替換算調整勘定 △21,535 △3,788

その他の包括利益累計額合計 1,670,176 1,807,085

少数株主持分 25,566 25,316

純資産合計 8,607,582 8,787,131

負債純資産合計 29,328,897 28,203,296

㈱ＵＥＸ（9888） 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

－　5　－



（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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 17,882,150 17,847,317

売上原価 15,506,936 15,269,364

売上総利益 2,375,214 2,577,953

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 961,865 941,558

賞与引当金繰入額 101,678 147,672

退職給付費用 130,726 96,093

法定福利費 131,299 129,336

荷造運搬費 377,614 394,558

通信費 34,214 33,260

消耗品費 69,838 83,548

家賃賃借料 137,971 124,961

減価償却費 154,260 134,247

その他 393,991 368,556

販売費及び一般管理費合計 2,493,457 2,453,790

営業利益又は営業損失（△） △118,243 124,163

営業外収益   

受取利息 386 176

受取配当金 15,110 11,828

為替差益 － 11,979

持分法による投資利益 16,422 3,215

その他 6,264 3,080

営業外収益合計 38,182 30,278

営業外費用   

支払利息 51,906 51,021

手形売却損 18,075 13,836

その他 10,867 294

営業外費用合計 80,848 65,150

経常利益又は経常損失（△） △160,909 89,290

特別利益   

固定資産売却益 829 3,728

特別利益合計 829 3,728

特別損失   

固定資産売却損 12,000 57

固定資産除却損 208 556

投資有価証券評価損 18,217 －

投資有価証券売却損 － 1

関係会社整理損 3,742 －

会員権評価損 － 208

特別損失合計 34,166 823

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（△）

△194,247 92,195
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

法人税、住民税及び事業税 28,466 40,915

法人税等調整額 3,868 △13,560

法人税等合計 32,334 27,355

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（△）

△226,580 64,840

少数株主利益又は少数株主損失（△） 864 △88

四半期純利益又は四半期純損失（△） △227,444 64,928

㈱ＵＥＸ（9888） 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

－　7　－



 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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（△）

△226,580 64,840

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △118,522 119,543

繰延ヘッジ損益 △588 △131

為替換算調整勘定 4,626 17,748

持分法適用会社に対する持分相当額 360 －

その他の包括利益合計 △114,125 137,159

四半期包括利益 △340,705 202,000

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △341,122 201,838

少数株主に係る四半期包括利益 417 162
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△194,247 92,195

減価償却費 171,251 158,004

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,624 6,691

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,347 38,053

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52,908 23,385

受取利息及び受取配当金 △15,496 △12,004

支払利息及び手形売却損 69,981 64,856

持分法による投資損益（△は益） △16,422 △3,215

有形固定資産売却損益（△は益） 11,171 △3,671

投資有価証券売却損益（△は益） － 1

投資有価証券評価損益（△は益） 18,217 －

固定資産除却損 208 556

会員権評価損 － 208

その他の営業外損益（△は益） 4,603 △14,765

関係会社整理損 3,742 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,363,722 1,473,392

たな卸資産の増減額（△は増加） 461,539 △102,272

仕入債務の増減額（△は減少） △2,685,309 △1,713,299

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,483 △86,875

未収消費税等の増減額（△は増加） 25,970 △8,104

その他の資産・負債の増減額 105,695 △30,195

小計 336,045 △117,057

利息及び配当金の受取額 21,526 18,034

利息の支払額 △48,826 △50,084

手形売却に伴う支払額 △18,075 △13,836

法人税等の支払額 △74,555 △57,479

その他 △4,603 14,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,512 △205,599

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △129,782 △128,512

有形固定資産の売却による収入 4,857 20,384

無形固定資産の取得による支出 △103,820 △39,000

投資有価証券の取得による支出 △6,874 △23,194

投資有価証券の売却による収入 － 36

関係会社清算による収入 2,869 －

貸付けによる支出 △280 △840

貸付金の回収による収入 1,685 535

その他 △90,209 △10,085

投資活動によるキャッシュ・フロー △321,554 △180,675
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 405,000 305,000

短期借入金の返済による支出 △223,249 △337,504

長期借入れによる収入 200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △204,362 △256,192

自己株式の取得による支出 △89,550 －

配当金の支払額 △22,931 △22,074

少数株主への配当金の支払額 △412 △412

リース債務の返済による支出 △9,154 △7,827

財務活動によるキャッシュ・フロー 55,341 △19,009

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,359 8,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,342 △397,175

現金及び現金同等物の期首残高 2,075,292 2,175,001

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,021,950 1,777,826
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当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)  

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

(自己株式の取得) 

 当社は、平成24年５月21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）自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

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24年５月21日の終値（ 終特別気配値段及び気配値段を含む）199円で、平成24年５月22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 450,000株（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 3.9％） 

（２）その他 

 上記Ｊ－ＮＥＴ市場での取引の結果、当社普通株式450,000株（89,550千円）を取得いたしました。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

   該当事項はありません。  

  

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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    前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30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） 

   

    当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30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） 

（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 16,761,714 484,759 635,677 17,882,150

  (2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

300,028 377 359 300,765

計 17,061,742 485,136 636,036 18,182,914

セグメント利益又は損失(△) △203,898 56,825 15,574 △131,498

利    益 金    額

報告セグメント計 △131,498

セグメント間取引消去 13,255

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △118,243

 
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 16,846,566 605,264 395,487 17,847,317

  (2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

192,273 7,004 2,064 201,341

計 17,038,839 612,268 397,552 18,048,658

セグメント利益又は損失(△) 127,826 63,064 △78,933 111,957

利    益 金    額

報告セグメント計 111,957

セグメント間取引消去 12,206

四半期連結損益計算書の営業利益 124,163
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