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1. 令和2年3月期第3四半期の連結業績（平成31年4月1日～令和元年12月31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 ％

2年3月期第3四半期 42,203 12.1 902 △25.5 915 △29.4 569 △38.3

31年3月期第3四半期 37,638 7.8 1,211 7.8 1,296 11.7 922 11.7

（注）包括利益 2年3月期第3四半期　　600百万円 （△14.3％） 31年3月期第3四半期　　700百万円 （△33.3％）

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

2年3月期第3四半期 51.62 ―

31年3月期第3四半期 83.68 ―

(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 ％

2年3月期第3四半期 45,986 12,777 26.7

31年3月期 35,239 12,075 34.2

（参考）自己資本 2年3月期第3四半期 12,261百万円 31年3月期 12,057百万円

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

31年3月期 ― 5.00 ― 28.00 33.00

2年3月期 ― 5.00 ―

2年3月期（予想） ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）令和２年３月期の期末配当額は、未定であります。

3. 令和 2年 3月期の連結業績予想（平成31年 4月 1日～令和 2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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期
54,000

～60,000

9.0

～21.1

950

～1,150

△35.3

～△21.7

900

～1,100

△42.5

～△29.8

600

～750

△46.2

～△32.7

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

新規 1 社 （社名） 令和特殊鋼株式会社 、 除外 ― 社 （社名）

（注）詳細は、添付資料８ページ「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（当四半期連結累計期間におけ
る重要な子会社の異動）」をご覧ください。

(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

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） 2年3月期3Q 12,000,000 株 31年3月期 12,000,000 株

② 期末自己株式数 2年3月期3Q 980,535 株 31年3月期 980,535 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2年3月期3Q 11,019,465 株 31年3月期3Q 11,019,465 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

本資料に掲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については、
添付資料３ページの「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３四半期におけるわが国経済は、雇用・所得環境が引き続き回復基調にあるものの、個人消費は消費増税

に伴う駆け込み需要の反動で低調に推移し、景気に足踏み感が見られます。また、米中貿易摩擦の長期化による

世界経済への影響が懸念され、景気の先行きは不透明な状況で推移しました。

当社企業集団の属するステンレス鋼業界におきましては、各品種において需給が緩んだことから、ステンレス

鋼市況はやや軟調な動きとなり、一部の品種においては市中在庫の増加が見られました。

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、引き続き在庫販売に重点をおいた営業活動を推進するとともに、加工品を中心とした高付加価値商品

やチタンの販売にも積極的に取り組みましたが、販売数量は伸び悩みました。一方で、昨年８月から連結子会社

が新たに２社加わったことにより、売上高は前年同期に比べ12.1％増加の42,203百万円となりました。営業利益

は、売上数量の伸び悩みに加え売上総利益率も低下したことから、前年同期に比べ25.5％減少の902百万円、経

常利益は29.4％減少の915百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は38.3％減少の569百万円となりました。

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

ＵＥＸ単体のステンレス鋼の販売について、前年同期に比べ販売価格は0.7％上昇したものの、販売数量が6.4

％減少し、連結子会社においても半導体関連向けが低調に推移したこと等により販売量は減少しました。一方、

昨年８月より連結子会社２社が新たに加入したことから、売上高は前年同期に比べ13.1％増加の40,972百万円と

なりましたが、営業利益は売上総利益率の低下により、前年同期に比べ28.6％減少の755百万円となりました。

当事業におきましては、引き続き在庫販売に重点をおいた営業活動を進めてまいりますとともに、新たに加入

した連結子会社とのシナジー効果創出を目指します。また、加工品分野を中心に付加価値を高める提案営業をさ

らに充実させるとともに、チタンの拡販にも積極的に注力してまいります。一方で、業務の効率化、営業活動の

活性化に取り組んでまいります。

ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業

国内建築分野のステンレス加工品販売が前年同期を下回ったことにより、売上高は前年同期に比べ5.0％減少

の802百万円となりました。営業利益は中国における造管事業の収益改善により、前年同期に比べ3.4％増加の

138百万円を計上しました。

中国造管事業におきましては、引き続き新規需要家の開拓が課題と認識しております。既存顧客の深堀りに加

え中国に進出する日系企業を中心に営業活動を展開し、確固たる収益基盤を構築してまいります。

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業

食品及び化学関連向けで受注物件の売上計上があったものの、売上高は前年同期に比べ26.3％減少の429百万

円、営業利益は59.2％減少の８百万円となりました。

当事業におきましては、顧客基盤の拡大と安定した財務基盤を構築することが課題と認識しております。その

ため、機械商社との連携強化等により顧客開拓に全力を尽くしてまいります。



株式会社ＵＥＸ(9888) 令和２年３月期 第３四半期決算短信

3

（２）財政状態に関する説明

（財政状態の状況）

①資産

資産合計は、住商特殊鋼株式会社（令和元年８月１日に令和特殊鋼株式会社へ商号変更）の連結子会社化に伴

う商品及び製品等の流動資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ10,747百万円増加し、45,986百万円とな

りました。

②負債

負債合計は、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ10,046百万円増加し、33,209百万円となり

ました。

③純資産

純資産合計は、剰余金の配当364百万円がありましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上569百万円、

株式会社ナカタニの連結子会社化による非支配株主持分の増加等により、前連結会計年度末に比べ701百万円増加

し、12,777百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和２年３月期の連結業績につきましては、令和元年10月29日に公表しました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」から変更はありません。
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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
(平成31年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和元年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,376,591 5,475,348

受取手形及び売掛金 10,863,240 14,172,518

電子記録債権 2,638,517 2,924,802

商品及び製品 8,287,669 11,749,580

仕掛品 58,188 95,711

原材料及び貯蔵品 82,209 89,587

その他 573,488 239,606

貸倒引当金 △5,696 △5,811

流動資産合計 25,874,208 34,741,341

固定資産

有形固定資産

土地 5,463,949 5,796,649

その他（純額） 1,376,533 1,909,793

有形固定資産合計 6,840,482 7,706,442

無形固定資産

のれん － 997,393

その他 142,559 433,005

無形固定資産合計 142,559 1,430,398

投資その他の資産

投資有価証券 1,678,584 1,254,252

長期滞留債権 152,513 128,189

繰延税金資産 300,484 264,801

その他 402,397 588,438

貸倒引当金 △152,513 △128,189

投資その他の資産合計 2,381,464 2,107,491

固定資産合計 9,364,505 11,244,332

資産合計 35,238,713 45,985,672

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,015,888 11,251,281

電子記録債務 9,078,129 9,536,419

短期借入金 3,585,488 5,152,508

未払法人税等 297,386 111,141

引当金 370,122 207,716

その他 397,231 668,599

流動負債合計 20,744,244 26,927,664

固定負債

長期借入金 545,590 4,273,541

再評価に係る繰延税金負債 779,198 737,630

引当金 － 96,659

退職給付に係る負債 1,015,673 1,064,239

資産除去債務 － 31,218

その他 78,813 78,140

固定負債合計 2,419,274 6,281,428

負債合計 23,163,518 33,209,092
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成31年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和元年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,512,150 1,512,150

資本剰余金 1,058,676 1,058,676

利益剰余金 7,726,620 8,026,000

自己株式 △244,502 △244,502

株主資本合計 10,052,944 10,352,323

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 438,279 449,428

繰延ヘッジ損益 236 482

土地再評価差額金 1,538,550 1,444,364

為替換算調整勘定 △21,212 △34,538

退職給付に係る調整累計額 48,024 49,015

その他の包括利益累計額合計 2,003,877 1,908,751

非支配株主持分 18,374 515,506

純資産合計 12,075,195 12,776,581

負債純資産合計 35,238,713 45,985,672
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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30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

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

売上高 37,638,018 42,203,210

売上原価 32,140,318 36,281,015

売上総利益 5,497,700 5,922,194

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 1,592,177 1,879,668

賞与引当金繰入額 171,743 189,807

退職給付費用 83,328 92,402

荷造運搬費 704,734 747,555

その他 1,734,688 2,110,594

販売費及び一般管理費合計 4,286,669 5,020,026

営業利益 1,211,031 902,168

営業外収益

受取利息 623 7,139

受取配当金 48,308 50,482

受取賃貸料 13,790 24,486

為替差益 17,572 －

持分法による投資利益 42,944 32,654

その他 28,531 29,485

営業外収益合計 151,768 144,246

営業外費用

支払利息 52,237 69,961

手形売却損 13,043 17,579

支払手数料 － 31,000

為替差損 － 9,550

その他 1,803 3,361

営業外費用合計 67,083 131,450

経常利益 1,295,716 914,963

特別利益

固定資産売却益 390 1,955

投資有価証券売却益 95,689 28,742

段階取得に係る差益 － 15,363

その他 － 4,485

特別利益合計 96,079 50,544

特別損失

固定資産売却損 － 4,975

固定資産除却損 1,095 2,378

投資有価証券評価損 2,761 －

子会社本社移転費用 － 11,811

特別損失合計 3,856 19,164

税金等調整前四半期純利益 1,387,939 946,343

法人税、住民税及び事業税 274,575 311,278

法人税等調整額 192,487 35,489

法人税等合計 467,061 346,767

四半期純利益 920,877 599,576

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1,274 30,740

親会社株主に帰属する四半期純利益 922,152 568,836
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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30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

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

四半期純利益 920,877 599,576

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △212,484 12,240

繰延ヘッジ損益 △695 246

為替換算調整勘定 △11,691 △13,326

退職給付に係る調整額 3,762 991

その他の包括利益合計 △221,108 151

四半期包括利益 699,769 599,727

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 702,900 567,896

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,130 31,831



株式会社ＵＥＸ(9888) 令和２年３月期 第３四半期決算短信

8

（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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

　第２四半期連結会計期間において、住商特殊鋼株式会社（令和元年８月１日に令和特殊鋼株式会社へ商号変

更）の株式取得により、連結の範囲に含めております。また当該株式取得により、株式会社ナカタニは、当社の

同社に対する持株比率が67.3％に増加したため、持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に含めております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31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）

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 36,211,472 844,795 581,751 37,638,018

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

408,110 95,444 98 503,652

計 36,619,582 940,239 581,849 38,141,670

セグメント利益 1,057,789 133,508 19,270 1,210,567

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）

利 益 金 額

報告セグメント計 1,210,567

セグメント間取引消去 465

四半期連結損益計算書の営業利益 1,211,031
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成31年４月１日 至 令和元年12月31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）

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 40,972,359 802,204 428,646 42,203,210

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

279,331 135,365 － 414,696

計 41,251,690 937,569 428,646 42,617,905

セグメント利益 755,310 138,013 7,864 901,187

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

（子会社の取得による資産の著しい増加）

　第２四半期連結会計期間において、住商特殊鋼株式会社（令和元年８月１日に令和特殊鋼株式会社へ商号変更）

の株式を取得し、同社及び株式会社ナカタニを連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度の末日に比べ、ス

テンレス鋼その他金属材料の販売事業のセグメント資産が10,594,622千円増加しております。

３．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）

利 益 金 額

報告セグメント計 901,187

セグメント間取引消去 980

四半期連結損益計算書の営業利益 902,168


