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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期第２四半期 13,821 △6.6 91 △82.2 124 △76.9 96 △74.3

2019年３月期第２四半期 14,793 0.9 516 0.4 538 △17.8 375 △23.3
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 52百万円(△85.4％) 2019年３月期第２四半期 359百万円(△45.9％)
　

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

2020年３月期第２四半期 4.31 －

2019年３月期第２四半期 16.78 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第２四半期 24,052 13,442 55.7

2019年３月期 26,465 13,636 51.3
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 13,385百万円 2019年３月期 13,580百万円
　

　　

２．配当の状況

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

2019年３月期 － － － 11.00 11.00

2020年３月期 － －

2020年３月期(予想) － 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 － － － － － － － － －
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

2020年３月期の業績予想については、現時点では当社として合理的な算定・予想を行うことができないため、記載し
ておりません。なお、詳細につきましては、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
績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） － 、除外 －社（社名） －
　

　

（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P.7「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半
期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2020年３月期２Ｑ 22,558,063株 2019年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 152,818株 2019年３月期 152,562株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 22,405,330株 2019年３月期２Ｑ 22,405,597株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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P.2「１. 当四半期決算に
関する定性的情報（３）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。
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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続きまし

たが、米中貿易摩擦長期化の海外経済に与える影響が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推移いた

しました。

　このような状況下におきまして、当第２四半期連結累計期間の売上高は138億2千1百万円と前年同四半期比6.6％

減少し、営業利益につきましても9千1百万円と前年同四半期比82.2％減少いたしました。

　経常利益は1億2千4百万円と前年同四半期比76.9％減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても9

千6百万円と前年同四半期比74.3％の減少となりました。

　セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門は、

売上高は77億円と前年同四半期比8.6％減少、セグメント利益（営業利益）は1億9千9百万円と前年同四半期比33.0

％の減少となりました。

　焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきまして

は、売上高は7億3百万円と前年同四半期比6.5％減少、セグメント利益（営業利益）は5千6百万円と前年同四半期比

33.1％の減少となりました。鈑金加工品部門は、売上高は35億5百万円と前年同四半期比3.2％減少、セグメント利

益（営業利益）は3億2千万円と前年同四半期比31.8％の減少となりました。

　また、海外事業につきましては、売上高は19億1千2百万円と前年同四半期比4.2％減少、セグメント利益（営業利

益）は4千5百万円と前年同四半期比77.9％の減少となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より24億1千3百万円減少し、240億5千2百万円

となりました。主な内訳は以下のとおりであります。

　（イ）流動資産

流動資産の残高は、主に現金及び預金の減少により149億7千2百万円（前連結会計年度末比26億1千1百万円減少）

となりました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に機械装置及び運搬具の増加により90億7千9百万円（前連結会計年度末比1億9千8百万円増

加）となりました。

　（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に支払手形及び買掛金の減少により83億8千3百万円（前連結会計年度末比20億6百万円減

少）となりました。

　（二）固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の減少により22億2千6百万円（前連結会計年度末比2億1千2百万円減少）とな

りました。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主に利益剰余金の減少により134億4千2百万円（前連結会計年度末比1億9千3百万円減少）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

業績予想につきましては、米中貿易摩擦の長期化などにより、売上高の多くを占める自動車関連の受注動向が不

透明なことに加え、自然災害や供給を受けている鉄鋼メーカーの火災による影響も懸念され、現時点において、当

社グループの業績予想を合理的に算定することが困難なため、開示を見合わせることといたしました。合理的な算

定が可能となりましたら速やかに開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,583,952 3,524,255

受取手形及び売掛金 6,170,673 5,875,159

電子記録債権 1,652,977 1,506,874

商品及び製品 2,995,956 2,898,091

仕掛品 466,735 520,699

原材料及び貯蔵品 423,730 450,744

その他 300,213 206,442

貸倒引当金 △10,548 △10,057

流動資産合計 17,583,691 14,972,209

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,642,611 1,612,787

機械装置及び運搬具（純額） 1,802,593 2,216,134

工具、器具及び備品（純額） 139,415 210,584

土地 1,467,806 1,473,324

リース資産（純額） 132,203 122,682

建設仮勘定 963,456 912,718

有形固定資産合計 6,148,087 6,548,231

無形固定資産 67,043 58,714

投資その他の資産

投資有価証券 1,668,374 1,557,488

退職給付に係る資産 136,488 144,530

その他 869,592 778,974

貸倒引当金 △8,000 △8,000

投資その他の資産合計 2,666,455 2,472,993

固定資産合計 8,881,586 9,079,938

資産合計 26,465,277 24,052,148
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,404,200 6,287,292

短期借入金 595,911 577,519

未払法人税等 104,633 59,511

未払消費税等 4,356 35,425

賞与引当金 260,418 234,970

役員賞与引当金 49,000 22,000

その他 971,943 1,166,766

流動負債合計 10,390,463 8,383,485

固定負債

長期借入金 850,888 726,784

役員退職慰労引当金 512,195 407,880

退職給付に係る負債 814,410 830,354

その他 260,855 261,056

固定負債合計 2,438,349 2,226,074

負債合計 12,828,813 10,609,560

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,476,445 1,476,445

利益剰余金 9,627,253 9,477,336

自己株式 △40,847 △40,943

株主資本合計 12,911,697 12,761,685

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 542,852 459,654

為替換算調整勘定 142,940 179,341

退職給付に係る調整累計額 △17,015 △15,040

その他の包括利益累計額合計 668,777 623,955

非支配株主持分 55,987 56,946

純資産合計 13,636,463 13,442,587

負債純資産合計 26,465,277 24,052,148
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 14,793,260 13,821,982

売上原価 12,637,461 12,075,346

売上総利益 2,155,798 1,746,636

販売費及び一般管理費 1,639,579 1,654,830

営業利益 516,219 91,806

営業外収益

受取利息 1,263 27,214

受取配当金 24,739 26,174

その他 19,342 30,713

営業外収益合計 45,345 84,102

営業外費用

支払利息 10,915 38,787

為替差損 10,494 10,830

その他 1,977 2,202

営業外費用合計 23,387 51,820

経常利益 538,177 124,088

特別利益

固定資産売却益 43 1,892

補助金収入 3,200 －

その他 640 217

特別利益合計 3,883 2,110

特別損失

固定資産除却損 12,237 2,125

その他 － 6

特別損失合計 12,237 2,131

税金等調整前四半期純利益 529,823 124,067

法人税等 150,720 26,429

四半期純利益 379,103 97,637

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,170 1,093

親会社株主に帰属する四半期純利益 375,932 96,543
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 379,103 97,637

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 81,845 △83,514

繰延ヘッジ損益 △1,322 －

為替換算調整勘定 △99,563 36,581

退職給付に係る調整額 △91 1,974

その他の包括利益合計 △19,133 △44,957

四半期包括利益 359,969 52,679

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 357,902 51,721

非支配株主に係る四半期包括利益 2,067 958
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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)

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益及びこれ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。なお、法人税等調整額

は、法人税等に含めて表示しております。
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