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

26年3月期第3四半期 12,587 △1.2 1,012 15.9 1,118 13.4 682 11.7
25年3月期第3四半期 12,740 △6.7 873 △39.6 986 △32.7 611 △43.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 746百万円 （23.5％） 25年3月期第3四半期 604百万円 （△40.2％）

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3四半期 90.69 ―
25年3月期第3四半期 81.20 ―

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

26年3月期第3四半期 22,854 16,417 71.8 2,180.52
25年3月期 22,324 15,753 70.6 2,092.38
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 16,417百万円 25年3月期 15,753百万円

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 ― 6.00 ― 5.00 11.00
26年3月期 ― 6.00 ―
26年3月期（予想） 6.00 12.00

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 15,700 △6.2 1,530 54.4 1,550 28.7 1,000 43.6 132.82



(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、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、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によ
って異なる結果となる可能性があることをお含みおきください。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信〔添付資料〕２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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 7,550,000 株 25年3月期 7,550,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 20,774 株 25年3月期 20,774 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 7,529,226 株 25年3月期3Q 7,529,287 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策が功を奏し、円高是正や株価上昇により消費

の改善が進み、緩やかな景気回復基調となりました。  

 一方、特殊鋼業界の主要な需要先である自動車産業におきましては、為替の影響等により主に輸出の需要が堅調

に推移いたしました。国内におきましても、エコカー補助金終了後の需要低迷から持ち直しの動きがみられました

が、国内自動車生産につきましては、自動車業界の海外生産体制の進展等により先行き不透明な状況となっており

ます。  

 このような環境の中で、当社グループの特殊鋼事業につきましては、自動車関連製品を中心とした受注減を補う

べく、コスト削減や積極的な販売活動および生産性の向上など財務体質の強化に努めました。 

 また、不動産賃貸事業につきましては、より一層のサービス向上に努め、業績は安定的に推移いたしました。  

 その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は前年同四半期に比べ152百万円減の12,587百万円、営業

利益は同138百万円増の1,012百万円、経常利益は同132百万円増の1,118百万円、四半期純利益は同71百万円増の

682百万円となりました。  

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。  

 ①特殊鋼事業  

   売上高は前年同四半期に比べ201百万円減の10,890百万円、セグメント利益（営業利益）は139百万円増の 

  243百万円となりました。  

  

 ②不動産賃貸事業  

   売上高は前年同四半期に比べ49百万円増の1,697百万円、セグメント利益（営業利益）は0.6百万円減の768

  百万円となりました。  

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ529百万円増加し、22,854百万円とな

りました。主な要因は次のとおりであります。  

・現金及び預金が285百万円増加しております。  

・減価償却により建物及び構築物が228百万円減少しております。   

・運用目的の債券購入等により投資有価証券が354百万円増加しております。  

 一方、当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ134百万円減少し、6,436百万円となりま

した。主な要因は次のとおりであります。  

・未払法人税等が87百万円減少しております。   

・前連結会計年度末と比べ引当対象期間が異なるため、賞与引当金が107百万円減少しております。   

 また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益682百万円を主な要因として、前連結会計年度末

に比べ663百万円増加し、16,417百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の70.6％

から1.2ポイント増加し、71.8％となりました。    

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表しました予想値から変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



  

  

（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 

 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



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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,769,836 4,055,695

受取手形及び売掛金 2,782,377 2,824,128

電子記録債権 9,148 88,698

有価証券 200,246 100,150

商品及び製品 364,065 396,816

仕掛品 805,548 808,325

原材料及び貯蔵品 551,618 668,465

繰延税金資産 186,328 122,978

その他 32,503 47,836

貸倒引当金 △521 △549

流動資産合計 8,701,151 9,112,544

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,628,465 6,399,706

機械装置及び運搬具（純額） 1,937,020 1,863,314

工具、器具及び備品（純額） 93,769 85,758

土地 2,268,434 2,268,434

建設仮勘定 122,848 96,275

有形固定資産合計 11,050,538 10,713,489

無形固定資産 45,211 45,479

投資その他の資産   

投資有価証券 2,167,504 2,521,781

従業員に対する長期貸付金 1,470 785

繰延税金資産 170,121 171,149

その他 192,187 292,290

貸倒引当金 △3,228 △3,334

投資その他の資産合計 2,528,054 2,982,672

固定資産合計 13,623,804 13,741,642

資産合計 22,324,955 22,854,187



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,113,012 1,252,526

未払法人税等 256,782 168,981

賞与引当金 234,885 127,057

その他 739,510 597,344

流動負債合計 2,344,190 2,145,910

固定負債   

繰延税金負債 101,255 142,293

長期預り金 3,724,486 3,724,486

修繕引当金 274,308 302,721

退職給付引当金 26,936 30,318

環境対策引当金 68,000 68,000

その他 31,800 22,850

固定負債合計 4,226,785 4,290,668

負債合計 6,570,975 6,436,578

純資産の部   

株主資本   

資本金 827,500 827,500

資本剰余金 560,993 560,993

利益剰余金 14,068,721 14,668,705

自己株式 △17,848 △17,848

株主資本合計 15,439,365 16,039,350

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 250,700 319,762

為替換算調整勘定 63,913 58,495

その他の包括利益累計額合計 314,614 378,257

純資産合計 15,753,980 16,417,608

負債純資産合計 22,324,955 22,854,187



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 12,740,631 12,587,996

売上原価 10,891,456 10,582,977

売上総利益 1,849,175 2,005,019

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 270,194 251,978

給料及び手当 257,178 275,793

賞与引当金繰入額 24,410 28,202

退職給付費用 7,290 8,333

その他 416,210 428,249

販売費及び一般管理費合計 975,283 992,556

営業利益 873,891 1,012,462

営業外収益   

受取利息 18,958 16,229

受取配当金 19,058 23,625

保険返戻金 33,589 48,440

その他 60,991 45,196

営業外収益合計 132,598 133,492

営業外費用   

固定資産除却損 5,920 13,151

売上割引 8,935 8,804

その他 5,447 5,199

営業外費用合計 20,302 27,154

経常利益 986,187 1,118,800

税金等調整前四半期純利益 986,187 1,118,800

法人税、住民税及び事業税 254,977 369,811

法人税等調整額 119,823 66,182

法人税等合計 374,801 435,994

少数株主損益調整前四半期純利益 611,385 682,806

四半期純利益 611,385 682,806



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 611,385 682,806

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,831 69,061

為替換算調整勘定 － △5,417

その他の包括利益合計 △6,831 63,643

四半期包括利益 604,554 746,449

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 604,554 746,449



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（３）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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