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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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1四半期 8,880 △2.8 29 ― 18 ― △3 ―
25年3月期第1四半期 9,136 △13.6 △66 ― △81 ― △131 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 33百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △189百万円 （―％）

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1四半期 △0.24 ―
25年3月期第1四半期 △11.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 29,296 8,618 29.3
25年3月期 29,329 8,608 29.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  8,594百万円 25年3月期  8,582百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 5.50 5.50

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 20,000 11.8 110 ― 80 ― 80 ― 7.26
通期 40,600 10.3 440 ― 400 ― 380 ― 34.48



(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、四半期連結財務諸表に対
するレビュー手続が実施中です。 

※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3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

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
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 12,000,000 株 25年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 980,427 株 25年3月期 980,361 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 11,019,573 株 25年3月期1Q 11,271,837 株
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当第１四半期（平成25年4月1日～平成25年6月30日）におけるわが国経済は、政府による経済政策へ

の期待感から株価の回復や円高の是正が進み、輸出関連企業を中心に景況感は回復しつつありますが、

５月下旬には米国の量的緩和策の早期縮小懸念や中国経済の先行き不安から株価が歴史的な下落幅を記

録するなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 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、受注・販売量の確保に注力するとともに新規取引先の開拓など積極的な営業展開を図

ったものの、生産財分野におけるステンレス鋼需要の本格的な回復には至らず、売上高は前年同期に比

べ2.8％減少の8,880百万円となりました。利益面につきましては、売上高は微減となりましたが売上総

利益率の改善により、営業利益は29百万円（前年同期は66百万円の損失）、経常利益は18百万円（前年

同期は81百万円の損失）、四半期純損益は繰延税金資産を一部取り崩したことにより３百万円の損失

（前年同期は131百万円の損失）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 

ステンレス鋼の販売において、販売数量が前年同期に比べ7.0％増加したものの販売価格が6.7％低下

したことなどにより、売上高は前年同期に比べ0.9％減少の8,479百万円となりました。営業利益は、売

上総利益率の向上と人件費を中心とした販売費及び一般管理費の抑制により、44百万円（前年同期は92

百万円の損失）となりました。 

  

ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業  

建築分野におけるステンレス加工品販売が好調に推移したことと、中国の造管事業において自動車部

品関連向けが増加したことにより、売上高は前年同期に比べ21.4％増加の278百万円、営業利益は前年

同期に比べ12.4％増加の25百万円となりました。 

  

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業 

当第１四半期はプロジェクトの端境期となり、受注残はあるものの売上高は123百万円と前年同期に

比べ64.9％減少し、営業損益は45百万円の損失（前年同期は４百万円の損失）となりました。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

 ①資産 

  資産合計は、商品及び製品などのたな卸資産が130百万円、投資有価証券が44百万円増加しまし

たが、受取手形及び売掛金が233百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ0.1％

減少し29,296百万円となりました。 

  

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

（２）財政状態に関する説明
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 ②負債 

 負債合計は、支払手形及び買掛金が112百万円、短期借入金が107百万円増加しましたが、その

他の流動負債が132百万円、長期借入金が69百万円減少したことなどにより前連結会計年度末に比

べ0.2％減少し20,678百万円となりました。 

  

 ③純資産 

 純資産合計は、四半期純損失の計上3百万円、利益剰余金の配当22百万円などがあったものの、

その他有価証券評価差額金の増加26百万円、為替換算調整勘定の増加10百万円などがあったた

め、前連結会計年度末に比べ11百万円増加し8,618百万円となりました。 

  

平成26年３月期の連結業績につきましては、平成25年５月10日に公表しました連結業績予想から変更

はありません。 

  

 該当事項はありません。                                  

  

 該当事項はありません。 

  

       該当事項はありません。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,175,001 2,162,579

受取手形及び売掛金 10,299,891 10,066,634

商品及び製品 6,519,577 6,588,330

仕掛品 82,904 132,248

原材料及び貯蔵品 136,489 148,777

繰延税金資産 94,106 74,559

その他 251,201 346,016

貸倒引当金 △6,985 △7,184

流動資産合計 19,552,184 19,511,958

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,481,871 5,465,449

その他（純額） 1,484,712 1,493,863

有形固定資産合計 6,966,584 6,959,312

無形固定資産 363,021 341,228

投資その他の資産   

投資有価証券 1,375,287 1,419,785

長期滞留債権 80,725 91,704

繰延税金資産 622,392 612,107

その他 448,837 448,385

貸倒引当金 △80,133 △88,596

投資その他の資産合計 2,447,108 2,483,386

固定資産合計 9,776,713 9,783,926

資産合計 29,328,897 29,295,885

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,720,095 11,832,437

短期借入金 5,765,878 5,872,378

未払法人税等 50,506 10,370

引当金 130,106 95,110

その他 465,071 333,173

流動負債合計 18,131,655 18,143,469

固定負債   

長期借入金 579,370 510,030

再評価に係る繰延税金負債 908,244 908,244

退職給付引当金 1,004,724 1,020,045

その他 97,321 95,730

固定負債合計 2,589,659 2,534,049

負債合計 20,721,314 20,677,517
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,512,150 1,512,150

資本剰余金 1,058,008 1,058,008

利益剰余金 4,586,101 4,561,461

自己株式 △244,419 △244,419

株主資本合計 6,911,840 6,887,200

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 280,568 306,552

繰延ヘッジ損益 139 145

土地再評価差額金 1,411,004 1,411,004

為替換算調整勘定 △21,535 △11,363

その他の包括利益累計額合計 1,670,176 1,706,338

少数株主持分 25,566 24,830

純資産合計 8,607,582 8,618,367

負債純資産合計 29,328,897 29,295,885
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 9,136,189 8,879,843

売上原価 7,953,776 7,618,509

売上総利益 1,182,413 1,261,334

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 485,007 470,486

賞与引当金繰入額 53,604 75,644

退職給付費用 68,880 49,488

法定福利費 66,741 64,595

荷造運搬費 188,843 200,696

通信費 17,295 16,800

消耗品費 36,194 41,442

家賃賃借料 70,846 61,948

減価償却費 74,968 64,986

その他 185,856 186,044

販売費及び一般管理費合計 1,248,234 1,232,128

営業利益又は営業損失（△） △65,821 29,206

営業外収益   

受取利息 265 41

受取配当金 13,271 10,188

為替差益 － 7,140

持分法による投資利益 6,886 2,100

その他 2,262 1,710

営業外収益合計 22,685 21,179

営業外費用   

支払利息 26,355 25,641

手形売却損 8,428 6,486

その他 2,745 157

営業外費用合計 37,528 32,283

経常利益又は経常損失（△） △80,664 18,102

特別利益   

固定資産売却益 829 2,191

特別利益合計 829 2,191

特別損失   

固定資産除却損 85 111

固定資産売却損 － 41

投資有価証券売却損 － 1

投資有価証券評価損 3,510 －

関係会社整理損 3,742 －

会員権評価損 － 213

特別損失合計 7,338 365
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

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（△）

△87,173 19,928

法人税、住民税及び事業税 6,883 6,653

法人税等調整額 36,947 16,294

法人税等合計 43,830 22,947

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △131,003 △3,019

少数株主利益又は少数株主損失（△） 387 △417

四半期純損失（△） △131,390 △2,602
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △131,003 △3,019

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △66,460 26,077

繰延ヘッジ損益 △407 5

為替換算調整勘定 8,452 10,172

持分法適用会社に対する持分相当額 360 －

その他の包括利益合計 △58,056 36,255

四半期包括利益 △189,059 33,236

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △189,186 33,560

少数株主に係る四半期包括利益 127 △324
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当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)  

該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

(自己株式の取得) 

 当社は、平成24年５月21日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、当該決議に基づき以下の

とおり自己株式の取得を実施いたしました。 

1．自己株式取得の理由 

   資本効率を向上させ、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るため。 

2．取得の方法 

 平成24年５月21日の終値（ 終特別気配値段及び気配値段を含む）199円で、平成24年５月22日午前8

時45分の大阪証券取引所のＪ－ＮＥＴ市場での自己株式取得取引に関する委託を行う（その他の取引制

度や取引時間への変更は行わない）。 

3．取得の内容 

（1）取得する株式の種類 当社普通株式 

（2）取得する株式の総数 450,000株（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 3.9％） 

 上記Ｊ－ＮＥＴ市場での取引の結果、当社普通株式450,000株（89,550千円）を取得いたしました。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

       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)

（１）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

（２）その他
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前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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） 

 
  

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）
 

  

（セグメント情報等）

 
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 8,556,766 228,842 350,582 9,136,189

 (2) セグメント間の内部売上高
    又は振替高 170,124 － 119 170,243

計 8,726,889 228,842 350,701 9,306,432

セグメント利益又は損失(△) △92,213 22,603 △3,744 △73,355

 利 益 金 額

報告セグメント計 △73,355

セグメント間取引消去 7,534

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △65,821
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当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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） 

 
  

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）
 

  

 
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 8,478,934 277,707 123,202 8,879,843

 (2) セグメント間の内部売上高
    又は振替高 122,965 1,728 2,023 126,716

計 8,601,899 279,435 125,225 9,006,559

セグメント利益又は損失(△) 44,289 25,402 △45,207 24,484

 利 益 金 額

報告セグメント計 24,484

セグメント間取引消去 4,722

四半期連結損益計算書の営業利益 29,206
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