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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 11,543 7.8 134 ― 135 ― 58 ―
25年3月期第3四半期 10,708 △2.8 △63 ― △57 ― △122 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 58百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △139百万円 （―％）

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3四半期 9.81 ―
25年3月期第3四半期 △20.48 ―

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 14,955 6,745 45.1 1,127.47
25年3月期 15,032 6,716 44.7 1,122.67
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,745百万円 25年3月期 6,716百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 5.00

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 ： 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 15,400 6.9 160 91.8 160 81.9 70 497.5 11.70



(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

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
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 6,091,000 株 25年3月期 6,091,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 108,370 株 25年3月期 108,370 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 5,982,630 株 25年3月期3Q 5,982,688 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、政府による経済政策や日銀の金融緩和策により、円安の定

着・株価回復で景況感が改善され、景気は緩やかに回復しつつありますが、原燃料価格の上昇や新興国の経済成長

鈍化が懸念されるなど依然として先行き不透明な状況が続きました。 

みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線業界におきましては、前年同四半期は尖閣問題等により主要需要家である自動車

業界において大幅な生産調整が実施されましたが、当四半期は自動車、建設機械及び産業機械の各業界需要が堅調

に推移したことにより、生産も回復基調となりました。 

このような経営環境下、当社グループは全社を挙げて収益の確保、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 千トン、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

損益につきましては、当社単体において販売数量の増加による数量効果があり、電力料金や輸送費等のコストア

ップをカバーする事ができ、前年同四半期比において売上総利益が増加しました。また、連結子会社の株式会社サ

ンユウ九州において、販売及び生産の伸長並びに減価償却費の減少等により赤字が大幅に縮小しました。以上の結

果、当社グループの営業利益は 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常利益は 百万円（前年同四

半期は経常損失 百万円）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）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、販売数量が 千トン、売上高は 百万円となりました。 

次に、冷間圧造用鋼線部門におきましては、販売数量が 千トン、売上高は 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資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少

いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が 百万円増加しましたが、減価償却等により有形固定資産が

百万円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 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 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 百万円増加しましたが、有利子負債が 百万円減少したこ

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純資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増

加いたしました。これは利益剰余金が 百万円増加したことによるものであります。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況ならびに今後の対面業界の動向等を踏まえ、通期連結業績予想

について修正いたしました。また、未定としておりました期末配当予想について、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「業績予想及び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 

該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

78 11,543 7.8

134 63 135

57 58 122

44 7,186

34 4,357

14,955 76

273

300

8,209 105

478 502

6,745 28

28

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 1,388,825 1,280,646

受取手形及び売掛金 4,241,400 4,515,366

商品及び製品 2,168,319 2,172,259

原材料及び貯蔵品 1,257,034 1,411,262

繰延税金資産 58,717 43,796

その他 250,659 217,517

貸倒引当金 △19,754 △20,057

流動資産合計 9,345,203 9,620,791

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,882,123 1,761,505

機械装置及び運搬具（純額） 2,006,446 1,824,571

土地 1,448,032 1,448,032

リース資産（純額） 18,952 17,098

建設仮勘定 － 11,000

その他（純額） 82,856 76,109

有形固定資産合計 5,438,410 5,138,317

無形固定資産   

のれん 49,625 37,218

その他 29,450 17,837

無形固定資産合計 79,076 55,056

投資その他の資産   

投資有価証券 64,618 46,758

長期貸付金 67,063 59,381

その他 52,908 55,693

貸倒引当金 △15,255 △20,858

投資その他の資産合計 169,335 140,974

固定資産合計 5,686,822 5,334,348

資産合計 15,032,025 14,955,139
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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 3,676,240 4,154,752

短期借入金 100,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,310,186 1,127,348

リース債務 2,472 2,472

未払法人税等 46,871 11,198

賞与引当金 76,892 53,190

その他 332,725 350,401

流動負債合計 5,545,388 5,899,363

固定負債   

長期借入金 2,395,539 1,976,169

リース債務 16,480 14,626

繰延税金負債 36,457 49,621

退職給付引当金 282,565 231,020

長期未払金 5,400 5,400

資産除去債務 33,674 33,674

固定負債合計 2,770,115 2,310,511

負債合計 8,315,504 8,209,874

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 3,929,437 3,958,190

自己株式 △43,820 △43,820

株主資本合計 6,716,511 6,745,264

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9 －

その他の包括利益累計額合計 9 －

純資産合計 6,716,520 6,745,264

負債純資産合計 15,032,025 14,955,139

-4-



（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 10,708,214 11,543,024

売上原価 9,545,202 10,116,367

売上総利益 1,163,011 1,426,656

販売費及び一般管理費   

運搬費 302,294 351,739

給料及び手当 285,597 289,937

賞与引当金繰入額 22,135 25,821

退職給付費用 19,238 4,199

減価償却費 72,536 67,748

のれん償却額 12,406 12,406

その他 512,749 539,975

販売費及び一般管理費合計 1,226,958 1,291,828

営業利益又は営業損失（△） △63,946 134,828

営業外収益   

受取利息 1,134 1,153

受取配当金 6,595 228

受取賃貸料 18,195 17,442

鉄屑売却収入 5,089 7,306

保険返戻金 9,315 －

その他 8,614 6,033

営業外収益合計 48,944 32,164

営業外費用   

支払利息 32,235 24,172

売上割引 1,980 833

賃貸費用 7,341 6,230

その他 905 370

営業外費用合計 42,463 31,605

経常利益又は経常損失（△） △57,464 135,387

特別利益   

固定資産売却益 343 113

投資有価証券売却益 11,028 3,571

特別利益合計 11,372 3,684

特別損失   

固定資産除却損 3,887 0

固定資産売却損 13,974 119

特別損失合計 17,861 119

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（△）

△63,953 138,952

法人税、住民税及び事業税 9,906 52,195

法人税等調整額 48,693 28,090

法人税等合計 58,599 80,286

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△122,553 58,666

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △122,553 58,666
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△122,553 58,666

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,203 △9

その他の包括利益合計 △17,203 △9

四半期包括利益 △139,756 58,657

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △139,756 58,657

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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