
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年2月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 サンユウ 上場取引所 大 
コード番号 5697 URL http://www.sanyu-cfs.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 上野 隆
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務部長 （氏名） 西村圭二 TEL 072-858-1251
四半期報告書提出予定日 平成25年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 10,708 △2.8 △63 ― △57 ― △122 ―
24年3月期第3四半期 11,020 18.1 148 △37.9 134 △45.7 △45 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △139百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △75百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △20.48 ―
24年3月期第3四半期 △7.56 ―

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

25年3月期第3四半期 15,115 6,606 43.7 1,104.33
24年3月期 16,400 6,788 41.4 1,134.67
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  6,606百万円 24年3月期  6,788百万円

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  ：  有   

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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 15,080 1.6 150 △18.2 150 △9.7 10 ― 1.67



(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
半期財務諸表のレビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載された予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によ
って異なる可能性があります。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 6,091,000 株 24年3月期 6,091,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 108,370 株 24年3月期 108,274 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 5,982,688 株 24年3月期3Q 5,982,726 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要などにより緩やかな回復の兆しはあったものの、

欧州の景気後退、中国経済の成長鈍化や円高の長期化などの影響により依然として厳しい状況が続きました。 

みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線業界におきましては、主要分野の自動車業界がエコカー補助金の恩恵を受け堅調に

推移していましたが、10月以降国内や海外（特に中国）において大幅な生産調整に入ったこと及び建設機械・産業機

械業界が輸出の減少等で低迷していることにより、総じて活動水準は弱含みの状況にあります。 

このような経営環境下、当社グループは全社を挙げて販売数量の維持継続、生産性の向上及びコスト削減に取り組

みました。 

その結果、販売数量は71千トン（前年同四半期比2.2％増）となりましたが、製品価格下落の影響により売上高は

10,708百万円（前年同四半期比2.8％減）と減収になりました。 

損益につきましては、製品価格下落時における簿価の高い在庫の払い出しやエネルギーコストの高騰による諸資材

購入価格の上昇により当社単体の収益が減少したこと、株式会社サンユウ九州において減価償却費などの固定費負担

が大きく赤字を余儀なくされたことなどにより、営業損失は63百万円（前年同四半期は148百万円の営業利益）、経

常損失は57百万円（前年同四半期は134百万円の経常利益）、四半期純損失は122百万円（前年同四半期は45百万円の

四半期純損失）となりました。 

  

事業部門ごとの業績は、次のとおりであります。 

まず、みがき棒鋼部門におきましては、販売数量は41千トン（前年同四半期比10.3％減）となり、売上高について

も6,897百万円（前年同四半期比7.8％減）となりました。 

次に、冷間圧造用鋼線部門におきましては、販売数量が30千トン（前年同四半期比26.2％増）となり、売上高につ

いても3,811百万円（前年同四半期比7.7％増）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は15,115百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,285百万円減

少いたしました。これは主に、現金及び預金が266百万円、受取手形及び売掛金が425百万円、有形固定資産が225百

万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は8,508百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,103百万円減少

いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が1,015百万円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は6,606百万円となり、前連結会計年度末に比べ181百万円減少

いたしました。これは主に、利益剰余金が164百万円減少したことによるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、現時点において平成24年11月２日の業績予想に関するお知らせで公表しました内容から

特に変更はありません。 

なお、期末配当予想につきましては、１株当たり５円とさせていただく予定であります。詳細につきましては、本

日（２月４日）公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

   

（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 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,465,071 1,198,644

受取手形及び売掛金 4,468,241 4,043,111

商品及び製品 2,303,513 2,149,958

原材料及び貯蔵品 1,476,345 1,347,484

繰延税金資産 81,572 41,351

その他 249,197 274,073

貸倒引当金 △21,361 △18,100

流動資産合計 10,022,581 9,036,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,079,752 1,935,643

機械装置及び運搬具（純額） 2,098,395 2,066,520

土地 1,448,032 1,448,032

リース資産（純額） 21,424 19,570

建設仮勘定 57,000 15,600

その他（純額） 86,495 79,950

有形固定資産合計 5,791,099 5,565,317

無形固定資産   

のれん 66,166 53,760

その他 36,058 33,364

無形固定資産合計 102,225 87,124

投資その他の資産   

投資有価証券 387,006 346,062

長期貸付金 63,137 44,005

その他 48,983 51,750

貸倒引当金 △14,131 △15,255

投資その他の資産合計 484,995 426,562

固定資産合計 6,378,320 6,079,005

資産合計 16,400,902 15,115,528



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,626,969 3,611,860

短期借入金 － 100,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,454,582 1,229,605

リース債務 2,472 2,472

未払法人税等 101,920 490

賞与引当金 115,204 48,858

その他 345,806 353,714

流動負債合計 6,746,953 5,447,000

固定負債   

長期借入金 2,418,125 2,658,503

リース債務 18,952 17,098

繰延税金負債 43,529 42,491

退職給付引当金 334,384 304,586

長期未払金 16,840 5,400

資産除去債務 33,674 33,674

固定負債合計 2,865,504 3,061,752

負債合計 9,612,458 8,508,752

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,513,687 1,513,687

資本剰余金 1,317,207 1,317,207

利益剰余金 3,959,601 3,795,168

自己株式 △43,788 △43,820

株主資本合計 6,746,708 6,582,242

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 41,736 24,533

その他の包括利益累計額合計 41,736 24,533

純資産合計 6,788,444 6,606,775

負債純資産合計 16,400,902 15,115,528



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 11,020,963 10,708,214

売上原価 9,672,564 9,545,202

売上総利益 1,348,399 1,163,011

販売費及び一般管理費   

運搬費 286,091 302,294

給料及び手当 286,631 285,597

賞与引当金繰入額 24,245 22,135

退職給付費用 27,820 19,238

減価償却費 60,784 72,536

のれん償却額 12,406 12,406

その他 501,971 512,749

販売費及び一般管理費合計 1,199,951 1,226,958

営業利益又は営業損失（△） 148,447 △63,946

営業外収益   

受取利息 1,446 1,134

受取配当金 7,847 6,595

受取賃貸料 5,113 18,195

鉄屑売却収入 6,773 5,089

保険返戻金 － 9,315

その他 9,151 8,614

営業外収益合計 30,331 48,944

営業外費用   

支払利息 39,263 32,235

売上割引 3,742 1,980

賃貸費用 － 7,341

その他 774 905

営業外費用合計 43,780 42,463

経常利益又は経常損失（△） 134,998 △57,464

特別利益   

固定資産売却益 717 343

投資有価証券売却益 － 11,028

補助金収入 77,965 －

特別利益合計 78,682 11,372

特別損失   

固定資産除却損 2,448 3,887

固定資産売却損 － 13,974

投資有価証券評価損 12,936 －

固定資産圧縮損 77,965 －

特別損失合計 93,349 17,861

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（△）

120,331 △63,953

法人税、住民税及び事業税 140,011 9,906

法人税等調整額 25,548 48,693

法人税等合計 165,559 58,599

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △45,227 △122,553

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △45,227 △122,553



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △45,227 △122,553

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,464 △17,203

その他の包括利益合計 △30,464 △17,203

四半期包括利益 △75,691 △139,756

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △75,691 △139,756

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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