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

25年3月期第1四半期 9,136 △13.6 △66 ― △81 ― △131 ―
24年3月期第1四半期 10,578 7.5 139 △14.9 141 △8.7 64 △51.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △189百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 55百万円 （17.1％）

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1四半期 △11.66 ―
24年3月期第1四半期 5.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 30,181 8,614 28.5
24年3月期 32,157 8,916 27.6
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,589百万円 24年3月期  8,890百万円

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  
現時点では期末配当金は未定です。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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、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  ：  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

第2四半期(累計) 18,200 △15.0 △100 ― △140 ― △170 ― △15.25
通期 38,000 △10.0 110 △29.0 50 △47.8 △30 ― △2.71



(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 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行なっており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は添付資料3ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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は実施中であります。 

※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「連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  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1Q 12,000,000 株 24年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 980,361 株 24年3月期 530,361 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 11,271,837 株 24年3月期1Q 11,765,508 株
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当第１四半期（平成24年4月1日～平成24年6月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影響に

よる落ち込みから持ち直しの動きがみられたものの、欧州債務危機や為替及び株価の変動などにより依

然として先行きは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、生産財向けを中心としたステンレス鋼需要が低調に推移したことにより、売上高は前

年同期に比べ13.6％減少の9,136百万円となりました。利益面につきましては、売上高の減少、売上総

利益率の低下により、営業損益は66百万円の損失（前年同期は139百万円の利益）、経常損益は81百万

円の損失（前年同期は141百万円の利益）、四半期純損益は繰延税金資産を一部取り崩したことも加わ

り131百万円の損失（前年同期は64百万円の利益）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6.8％減少するとともに販売価格が10.2％

低下したことなどにより、売上高は前年同期に比べ16.8％減少の8,557百万円となりました。営業損益

は、人件費を中心とした販売費及び一般管理費を抑制したものの、売上高の減少と販売価格の低下によ

る売上総利益の減少が大きかったため、92百万円の損失（前年同期は193百万円の利益）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、造管事業において自動車部品関連

の在庫調整があったものの家庭用品向けの増加により、売上高は前年同期に比べ23.4％増加の229百万

円、営業利益は前年同期に比べ2.3倍の23百万円となりました。 

  

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業 

売上高は、前年同期が低水準であったことに加え一部大型のプロジェクト案件を計上したため、前年

同期に比べ3.2倍の351百万円となりました。営業損益は多くの受注物件の納期が下期に集中することか

ら、4百万円の損失（前年同期は70百万円の損失）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、有形固定資産が65百万円、無形固定資産が23百万円増加しましたが、現金及び預

金が150百万円、受取手形及び売掛金が1,447百万円、商品及び製品などのたな卸資産が303百万円

減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ6.1％減少し30,181百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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 ②負債 

 負債合計は、支払手形及び買掛金が1,532百万円減少したことなどにより前連結会計年度末に比

べ7.2％減少し21,568百万円となりました。 

  

 ③純資産 

 純資産合計は、四半期純損失131百万円、自己株式の取得90百万円、その他有価証券評価差額金

66百万円の減少、利益剰余金の配当23百万円などにより、前連結会計年度末に比べ302百万円減少

し8,614百万円となりました。 

  

平成25年3月期の連結業績につきましては、第１四半期の実績を踏まえ、本日開示の「業績予想の修

正に関するお知らせ」のとおり修正しました。 

  

 該当事項はありません。                                  

  

 該当事項はありません。 

  

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

  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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の 

  方法に変更しております。 

   なお、これによる当第１四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。 

  

（３）連結業績予想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

（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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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,075,292 1,924,955

受取手形及び売掛金 12,170,735 10,723,626

商品及び製品 7,733,585 7,471,953

仕掛品 173,346 106,877

原材料及び貯蔵品 116,659 141,772

繰延税金資産 124,174 81,130

その他 343,421 280,632

貸倒引当金 △6,462 △5,601

流動資産合計 22,730,751 20,725,344

固定資産

有形固定資産

土地 5,517,671 5,517,671

その他（純額） 1,208,791 1,274,233

有形固定資産合計 6,726,463 6,791,905

無形固定資産 387,973 411,317

投資その他の資産

投資有価証券 1,347,809 1,248,233

長期滞留債権 99,624 97,062

繰延税金資産 580,248 622,383

その他 382,769 381,448

貸倒引当金 △98,684 △96,234

投資その他の資産合計 2,311,766 2,252,892

固定資産合計 9,426,202 9,456,114

資産合計 32,156,953 30,181,458

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,049,488 12,517,061

短期借入金 5,752,341 5,824,621

未払法人税等 81,129 9,859

引当金 174,637 68,700

その他 528,012 522,765

流動負債合計 20,585,607 18,943,006

固定負債

長期借入金 749,077 672,085

再評価に係る繰延税金負債 913,430 913,430

退職給付引当金 905,401 938,278

その他 87,854 101,035

固定負債合計 2,655,762 2,624,828

負債合計 23,241,369 21,567,834
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24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 4,799,866 4,645,536

自己株式 △154,855 △244,405

株主資本合計 7,215,170 6,971,290

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 289,199 222,999

繰延ヘッジ損益 534 128

土地再評価差額金 1,420,369 1,420,369

為替換算調整勘定 △34,788 △25,977

その他の包括利益累計額合計 1,675,314 1,617,519

少数株主持分 25,100 24,816

純資産合計 8,915,584 8,613,624

負債純資産合計 32,156,953 30,181,458
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 10,578,352 9,136,189

売上原価 9,089,565 7,953,776

売上総利益 1,488,787 1,182,413

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 498,679 485,007

賞与引当金繰入額 95,291 53,604

退職給付費用 80,701 68,880

法定福利費 55,350 66,741

荷造運搬費 202,382 188,843

通信費 19,089 17,295

消耗品費 45,758 36,194

家賃賃借料 69,226 70,846

減価償却費 74,814 74,968

その他 208,253 185,856

販売費及び一般管理費合計 1,349,543 1,248,234

営業利益又は営業損失（△） 139,244 △65,821

営業外収益

受取利息 226 265

受取配当金 12,011 13,271

販売手数料収入 8,209 －

持分法による投資利益 11,163 6,886

その他 8,734 2,262

営業外収益合計 40,344 22,685

営業外費用

支払利息 28,695 26,355

手形売却損 6,993 8,428

その他 2,478 2,745

営業外費用合計 38,166 37,528

経常利益又は経常損失（△） 141,421 △80,664

特別利益

固定資産売却益 788 829

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 788 829

特別損失

固定資産除却損 1,362 85

固定資産売却損 14,657 －

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 700 －

特別損失合計 16,719 7,338
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

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（△）

125,491 △87,173

法人税、住民税及び事業税 16,710 6,883

法人税等調整額 49,207 36,947

法人税等合計 65,918 43,830

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（△）

59,573 △131,003

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,722 387

四半期純利益又は四半期純損失（△） 64,295 △131,390
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

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（△）

59,573 △131,003

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,888 △66,460

繰延ヘッジ損益 △2,317 △407

為替換算調整勘定 1,815 8,452

持分法適用会社に対する持分相当額 35 360

その他の包括利益合計 △4,356 △58,056

四半期包括利益 55,217 △189,059

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 59,963 △189,186

少数株主に係る四半期包括利益 △4,746 127
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当第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)  

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23年４月１日 至 平成23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）
 

  

当第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） 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

 
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 10,282,919 185,393 110,040 10,578,352

 (2) セグメント間の内部売上高
    又は振替高 84,978 － 713 85,691

計 10,367,897 185,393 110,753 10,664,043

セグメント利益又は損失(△) 192,713 9,685 △69,824 132,574

利 益 金 額

報告セグメント計 132,574

セグメント間取引消去 6,670

四半期連結損益計算書の営業利益 139,243

 
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
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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）
 

  

 ３．報告セグメントの変更等に関する事項 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表

示に記載のとおり、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セ

グメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響額は軽微であります。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

(自己株式の取得) 

当社は、平成23年５月23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23年５月23日の終値（ 終特別気配値段及び気配値段を含む）296円で、平成23年５月24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 508,000株（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 4.2％）  

  上記Ｊ－ＮＥＴ市場での取引の結果、当社普通株式508,000株（150,368千円）を取得いたしました。

  

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

（５）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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当第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。 

  

該当事項はありません。  

  

（１）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

（２）その他

（６）重要な後発事象
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