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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 3,596 △3.3 △33 ― △34 ― △42 ―
25年3月期第1四半期 3,720 8.6 △46 ― △43 ― △67 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △41百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △99百万円 （―％）

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 △7.12 ―
25年3月期第1四半期 △11.27 ―

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1四半期 14,694 6,644 45.2 1,110.70
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1四半期  6,644百万円 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  ：  無  
   平成26年３月期の配当予想額につきましては、未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定であります。 

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 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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  ：  有  
   平成26年3月期の連結業績予想につきましては、現時点で通期の合理的な業績予想の算定が困難であるため、第２四半期（累計）の業績予想のみを 
   開示しております。詳細は、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」に記載して 
   おります。 

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) 7,400 2.6 △15 ― △20 ― △40 ― △6.69



(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
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 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1Q 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1Q 5,982,630 株 25年3月期1Q 5,982,726 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の財政・金融政策による景気回復期待感から株価回復・

円高の是正が進み、輸出関連企業を中心に景況感が回復しつつあります。しかしながら、新興国（特に中国）の経

済成長鈍化や欧州の低迷等により、不透明感の拭えない状況が続いております。 

当社グループの主要需要家である自動車・建設機械・産業機械業界においては、円安基調のなか輸出の増加等を

背景に、生産活動は好転の兆しを示しております。 

このような経営環境下、当社グループは全社を挙げて収益の確保と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24千トン（前年同四半期比1.8％増）となりましたが、販売価格の下落により売上高は

百万円（前年同四半期比3.3％減）となりました。 

損益につきましては、株式会社サンユウ九州において、販売及び生産が伸びたこと並びに減価償却費の減少等に

より赤字額が縮小しましたが、当社においてエネルギー価格の高騰により生産コストが上昇したこと等の結果、当

社単体の業績が下振れしたことから、営業損失 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常損失 百万円

（前年同四半期は経常損失 百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）と赤字

を計上いたしました。 

  

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、販売数量が前年同期並となり、売上高は2,322百万円（前年同四半期比

3.4％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、販売数量が前年同期並となり、売上高は1,273百万円（前年同四半

期比3.1％減）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

当第１四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、借入金の返済等により現金及び預金が 百万円、減価償却等により有形固定資産

が 百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

当第１四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、返済により短期借入金が 百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含

む）が 百万円減少したことによるものであります。 

当第１四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 百万円減

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

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における業績及び足下の需要環境などを勘案し、未定としておりました当第２四半期

連結累計期間の業績予想を修正いたしました。当予想に関する詳細は、本日別途公表いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、通期業績予想につきましては、現時点では、鉄鋼メーカーからの材料価格及び当社の販売価格水準を予測

することが困難なことから、引き続き未定とさせていただいます。 

合理的な算定が可能となった時点で速やかに公表することといたします。   

   

（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
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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 1,388,825 1,283,784

受取手形及び売掛金 4,241,400 4,261,473

商品及び製品 2,168,319 2,091,922

原材料及び貯蔵品 1,257,034 1,242,994

繰延税金資産 58,717 80,882

その他 250,659 185,878

貸倒引当金 △19,754 △22,052

流動資産合計 9,345,203 9,124,883

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,882,123 1,852,691

機械装置及び運搬具（純額） 2,006,446 1,932,535

土地 1,448,032 1,448,032

リース資産（純額） 18,952 18,334

その他（純額） 82,856 81,992

有形固定資産合計 5,438,410 5,333,585

無形固定資産   

のれん 49,625 45,489

その他 29,450 25,575

無形固定資産合計 79,076 71,064

投資その他の資産   

投資有価証券 64,618 63,710

長期貸付金 67,063 64,731

その他 52,908 51,519

貸倒引当金 △15,255 △14,899

投資その他の資産合計 169,335 165,060

固定資産合計 5,686,822 5,569,711

資産合計 15,032,025 14,694,595



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,676,240 3,765,570

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,310,186 1,277,292

リース債務 2,472 2,472

未払法人税等 46,871 28,843

賞与引当金 76,892 63,976

その他 332,725 408,993

流動負債合計 5,545,388 5,547,147

固定負債   

長期借入金 2,395,539 2,137,942

リース債務 16,480 15,862

繰延税金負債 36,457 41,035

退職給付引当金 282,565 268,597

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 2,502,511

負債合計 8,315,504 8,049,659

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 3,856,955

自己株式 △43,820 △43,820

株主資本合計 6,716,511 6,644,029

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9 906

その他の包括利益累計額合計 9 906

純資産合計 6,716,520 6,644,936

負債純資産合計 15,032,025 14,694,595



（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 3,720,476 3,596,250

売上原価 3,337,438 3,198,572

売上総利益 383,037 397,678

販売費及び一般管理費   

運搬費 97,373 114,369

給料及び手当 98,994 96,701

賞与引当金繰入額 28,143 30,517

退職給付費用 13,655 4,844

減価償却費 23,812 21,860

のれん償却額 4,135 4,135

その他 163,803 159,247

販売費及び一般管理費合計 429,918 431,675

営業損失（△） △46,881 △33,997

営業外収益   

受取利息 389 541

受取配当金 4,104 216

受取賃貸料 6,139 5,888

鉄屑売却収入 1,940 1,487

その他 5,444 2,456

営業外収益合計 18,018 10,589

営業外費用   

支払利息 11,135 8,537

売上割引 805 427

賃貸費用 2,260 2,042

その他 584 33

営業外費用合計 14,785 11,040

経常損失（△） △43,648 △34,448

特別利益   

固定資産売却益 298 46

投資有価証券売却益 － 215

特別利益合計 298 261

特別損失   

固定資産除却損 1,261 －

特別損失合計 1,261 －

税金等調整前四半期純損失（△） △44,611 △34,187

法人税、住民税及び事業税 41,790 26,464

法人税等調整額 △19,003 △18,082

法人税等合計 22,787 8,381

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,399 △42,568

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △67,399 △42,568



（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（△） △67,399 △42,568

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,510 897

その他の包括利益合計 △32,510 897

四半期包括利益 △99,909 △41,671

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △99,909 △41,671

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）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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