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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 12,855 △2.9 469 123.0 888 94.3 572 217.1
25年3月期第2四半期 13,236 3.3 210 ― 457 76.7 180 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,187百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △369百万円 （―％）

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 11.81 ―
25年3月期第2四半期 3.69 ―

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 61,501 43,391 66.7
25年3月期 59,949 42,307 66.7
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  41,015百万円 25年3月期  39,988百万円

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26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

25年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ― 3.00
26年3月期（予想） ― ― ―

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  ：  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 28,001 2.0 1,151 50.3 1,653 38.6 995 38.8 20.55



(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 

(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おりません。 

※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積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   ：  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 51,755,478 株 25年3月期 51,755,478 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,335,158 株 25年3月期 3,090,078 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 48,467,543 株 25年3月期2Q 48,860,167 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和政策による円高是正や財政出動による経

済対策等により、国内景気は回復基調となり設備投資も徐々に活性化の動きが見られるなど底堅くなり

つつあります。 

 鉄鋼二次製品業界におきましては、建築需要は回復傾向にあるものの、公共事業の出件遅れ等によ

り、経営環境は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ましたが、販売面にお

きまして数量は微増となったものの、販売価格が値下がりしたことにより、当第２四半期連結累計期間

の売上高は12,855百万円（前年同期比2.9％減）となりました。  

 利益面におきましては、販売価格が値下がりしたものの、増産による固定費負担の減少及び在庫の影

響が好転したことにより、営業利益は469百万円（前年同期比123.0%増）、経常利益は888百万円（前年

同期比94.3％増）、四半期純利益は572百万円（前年同期比217.1%増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は61,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,552百万円

増加となりました。流動資産は26,411百万円となり、前連結会計年度末に比べ283百万円増加となりま

した。これは主に、現金及び預金、棚卸資産の増加が受取手形及び売掛金の減少を上回ったことによる

ものです。固定資産は35,090百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,268百万円増加となりました。

これは主に、投資有価証券の増加によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は18,110百万円となり、前連結会計年度末に比べ468百万円

増加となりました。流動負債は9,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ771百万円増加となりまし

た。これは主に、短期借入金の増加によるものです。固定負債は8,552百万円となり、前連結会計年度

末に比べ302百万円減少となりました。これは主に、長期借入金の減少によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は43,391百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,083百

万円増加となりました。これは主に、利益剰余金、その他有価証券評価差額金の増加によるものです。

この結果、自己資本比率は66.7％となりました。 

  

平成26年３月期の業績につきましては、平成25年11月８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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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（連結範囲の重要な変更） 

当第２四半期連結累計期間より、非連結子会社でありました太陽メッキ株式会社の重要性が増し

たため、連結の範囲に含めておりますが、特定子会社には該当しません。  

  

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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

て計算しております。 

  

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）
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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 9,302,614 9,692,961

受取手形及び売掛金 9,072,653 8,275,849

有価証券 652,236 450,254

製品 4,026,949 4,697,134

仕掛品 647,279 705,293

原材料及び貯蔵品 2,193,501 2,309,433

繰延税金資産 130,168 127,540

その他 106,346 156,735

貸倒引当金 △3,698 △3,734

流動資産合計 26,128,050 26,411,467

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,786,267 4,671,933

機械装置及び運搬具（純額） 2,207,145 2,103,241

土地 8,792,793 9,401,266

その他（純額） 207,118 483,744

有形固定資産合計 15,993,324 16,660,185

無形固定資産

ソフトウエア 212,595 195,898

その他 6,061 5,849

無形固定資産合計 218,656 201,748

投資その他の資産

投資有価証券 15,567,708 16,658,209

長期貸付金 301,912 158,729

繰延税金資産 261,631 －

その他 1,507,736 1,440,891

貸倒引当金 △29,730 △29,630

投資その他の資産合計 17,609,260 18,228,200

固定資産合計 33,821,241 35,090,134

資産合計 59,949,291 61,501,601
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,916,018 3,716,593

電子記録債務 1,450,334 1,426,812

短期借入金 350,000 1,316,000

1年内返済予定の長期借入金 1,558,000 1,521,000

未払金 598,477 671,821

未払法人税等 194,794 293,518

賞与引当金 203,063 204,386

その他 515,560 407,472

流動負債合計 8,786,248 9,557,604

固定負債

長期借入金 5,870,000 5,518,000

繰延税金負債 1,178,823 1,223,000

退職給付引当金 1,610,515 1,617,457

役員退職慰労引当金 130,473 130,787

その他 65,436 63,370

固定負債合計 8,855,249 8,552,616

負債合計 17,641,498 18,110,221

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 10,888,051

利益剰余金 18,936,679 19,482,079

自己株式 △937,431 △1,014,153

株主資本合計 39,607,349 40,076,045

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 381,496 939,519

その他の包括利益累計額合計 381,496 939,519

少数株主持分 2,318,947 2,375,815

純資産合計 42,307,793 43,391,380

負債純資産合計 59,949,291 61,501,601
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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 13,236,511 12,855,948

売上原価 11,318,285 10,668,124

売上総利益 1,918,226 2,187,823

販売費及び一般管理費 1,707,510 1,717,845

営業利益 210,715 469,978

営業外収益

受取利息 74,678 85,068

受取配当金 193,023 202,476

有価証券売却益 － 114,067

受取賃貸料 18,206 17,300

雑収入 23,103 34,735

営業外収益合計 309,012 453,648

営業外費用

支払利息 42,821 32,601

有価証券売却損 10,580 －

支払手数料 1,372 －

雑支出 7,373 2,147

営業外費用合計 62,147 34,748

経常利益 457,579 888,878

特別利益

投資有価証券売却益 － 11,027

固定資産売却益 48,139 70

特別利益合計 48,139 11,097

特別損失

投資有価証券評価損 207,203 1,254

固定資産除売却損 21,058 5,458

解体撤去費用 11,598 9,067

その他 170 －

特別損失合計 240,029 15,781

税金等調整前四半期純利益 265,690 884,195

法人税等 49,187 259,566

少数株主損益調整前四半期純利益 216,503 624,628

少数株主利益 35,967 52,153

四半期純利益 180,535 572,475
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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 216,503 624,628

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △605,399 562,737

繰延ヘッジ損益 19,690 －

その他の包括利益合計 △585,708 562,737

四半期包括利益 △369,205 1,187,365

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △407,940 1,130,497

少数株主に係る四半期包括利益 38,735 56,867
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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 265,690 884,195

減価償却費 605,065 538,698

貸倒引当金の増減額（△は減少） △479 △576

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,893 △721

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,669 △3,561

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,571 5,542

受取利息及び受取配当金 △267,702 △287,544

支払利息 42,821 32,601

有価証券売却損益（△は益） 10,580 △114,067

投資有価証券売却損益（△は益） － △11,027

投資有価証券評価損益（△は益） 207,203 1,254

固定資産除売却損益（△は益） △27,081 5,388

売上債権の増減額（△は増加） 887,235 860,835

たな卸資産の増減額（△は増加） 561,994 △830,748

仕入債務の増減額（△は減少） △102,870 △368,402

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,849 △96,841

その他 △25,913 △27,585

小計 2,185,740 587,438

利息及び配当金の受取額 267,494 288,826

利息の支払額 △44,304 △32,797

法人税等の支払額 △126,488 △158,079

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,282,442 685,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,402,700 △3,500,000

定期預金の払戻による収入 2,602,500 3,502,700

有価証券の取得による支出 △98,155 －

有価証券の売却による収入 457,051 403,708

投資有価証券の取得による支出 △1,108,593 △884,233

投資有価証券の売却による収入 487,868 577,308

有形固定資産の取得による支出 △127,535 △334,867

有形固定資産の売却による収入 124,319 73

無形固定資産の取得による支出 △40,287 △25,628

貸付けによる支出 － △3,000

貸付金の回収による収入 12,865 32,733

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,092,666 △231,206
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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

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,200,000 500,000

長期借入れによる収入 700,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △2,379,000 △789,000

自己株式の取得による支出 △392 △76,995

自己株式の処分による収入 123 292

リース債務の返済による支出 △1,358 △1,358

配当金の支払額 △146,330 △146,056

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,026,958 △113,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,837,182 341,065

現金及び現金同等物の期首残高 6,522,233 5,799,914

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）

－ 51,982

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,685,051 6,192,961
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 該当事項はありません。 

  

 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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