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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 10,134 △1.9 △129 ― △113 ― △121 ―
25年3月期第2四半期 10,333 △4.0 299 886.7 303 763.0 167 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △105百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 95百万円 （―％）

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2四半期 △6.22 ―
25年3月期第2四半期 8.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 22,625 14,017 61.4
25年3月期 23,741 14,173 59.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  13,883百万円 25年3月期  14,045百万円

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  
(注) 平成26年3月期の期末配当予想につきましては、現段階では未定であります。 

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 ― 2.00 ― 2.50 4.50
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― ― ―

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 21,270 5.0 30 △93.6 70 △85.7 0 △100.0 0.00



(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、四半期
決算短信【添付資料】3ページ「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」をご覧ください。 
 なお、平成26年3月期の期末配当予想につきましては、当社を取り巻く経営環境が依然として不透明なため、引き続き未定とさせていただき、通期の業績見込
みが明らかとなった時点で改めて公表いたします。 

※  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2Q 19,970,000 株 25年3月期 19,970,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 480,765 株 25年3月期 479,937 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 19,489,584 株 25年3月期2Q 19,857,839 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………２ 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………３ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（２）追加情報 ………………………………………………………………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………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 …………………………６ 

   四半期連結損益計算書 

    第２四半期連結累計期間 …………………………………………………………６ 

   四半期連結包括利益計算書 

    第２四半期連結累計期間 …………………………………………………………７ 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………８ 

   （継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………８ 

   （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………８ 

  

○添付資料の目次

北越メタル株式会社(5446)　平成26年３月期　第２四半期決算短信

－1－



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策や金融政策が好感され、円

安と株高が進行し、輸出環境の持ち直しなどから、景気は緩やかな回復傾向が見られるものの、実体経

済は依然として厳しく、消費税増税に対する影響や雇用環境など、先行き不透明な状況で推移しまし

た。 

当社グループの関連業界におきましても、景気対策関連の公共投資は伸びているものの、建設業界の

人手不足等による工事遅延や着工遅れから鋼材需要は伸びなかったことに加え、主原料である鉄スクラ

ップ価格とエネルギーコストの上昇に見合う製品販売価格の改善に努力したものの、価格改善には至ら

ず、厳しい経営環境となりました。 

当社といたしましては、最終年度となった改善活動「ACC1000」を主体に全社一丸となってコスト低

減などに取り組み、更に鉄スクラップ価格の上昇等に伴い、製品販売価格の改善と製品販売数量の確保

に鋭意努力しました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、製品販売数量の減少などにより、10,134百

万円(前年同四半期比1.9％減)となりました。 

収益面では、鉄スクラップ価格の上昇が大きく影響し、経常損失は113百万円(前年同四半期303百万

円の経常利益)、四半期純損失は121百万円(前年同四半期167百万円の四半期純利益)となりました。 

  

① 資産 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,115百万円減少して、

22,625百万円となりました。 

これは主に、現金及び預金の減少(前連結会計年度末比1,323百万円の減少)により、流動資産が前連

結会計年度末に比べ1,027百万円減少して、13,739百万円になったことによるものであります。 

② 負債 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ960百万円減少して、

8,607百万円となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金の減少(前連結会計年度末比537百万円の減少)により、流動負債が

前連結会計年度末に比べ875百万円減少して、7,184百万円になったことによるものであります。 

③ 純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ155百万円減少して、

14,017百万円となりました。 

これは主に、四半期純損失121百万円を計上したことによるものであります。 

また、自己資本比率については、前連結会計年度末の59.2％から2.2ポイント増加して、当第２四半

期連結会計期間末には61.4％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

北越メタル株式会社(5446)　平成26年３月期　第２四半期決算短信

－2－



  

連結業績予想につきましては、前回予想（平成25年５月８日）から修正しております。 

詳細につきましては、本日開示しております「第２四半期累計期間業績予想と実績との差異および通

期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、平成26年３月期の期末配当予想につきましては、当社を取り巻く経営環境が依然として不透明

なため、引き続き未定とさせていただき、通期の業績見込みが明らかとなった時点で改めて公表いたし

ます。 

  

該当事項はありません。 

  

(役員退職慰労金制度の廃止) 

当社及び連結子会社は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を「役員

退職慰労引当金」として計上しておりましたが、それぞれの取締役会において、役員退職慰労金制度の

廃止を決議し、平成25年６月開催の定時株主総会において役員退職慰労金の打切り支給(支給の時期は

各取締役及び各監査役の退任時)を決議いたしました。 

これに伴い、第１四半期連結会計期間において、「役員退職慰労引当金」の全額を取崩し、打切り支

給に伴う未払額103百万円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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）追加情報
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,868,241 3,544,493

受取手形及び売掛金 4,667,199 4,259,112

電子記録債権 1,936,541 2,074,618

商品及び製品 1,800,032 2,344,903

仕掛品 67,463 53,214

原材料及び貯蔵品 1,328,344 1,290,801

繰延税金資産 90,233 127,621

その他 24,865 65,350

貸倒引当金 △15,512 △20,491

流動資産合計 14,767,408 13,739,624

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,203,764 8,224,324

減価償却累計額 △5,271,337 △5,363,390

建物及び構築物（純額） 2,932,426 2,860,933

機械装置及び運搬具 19,445,919 19,447,249

減価償却累計額 △16,797,781 △16,838,592

機械装置及び運搬具（純額） 2,648,137 2,608,657

工具、器具及び備品 1,877,454 1,884,304

減価償却累計額 △1,612,212 △1,610,711

工具、器具及び備品（純額） 265,241 273,593

土地 1,782,632 1,769,141

リース資産 93,625 116,333

減価償却累計額 △29,679 △39,982

リース資産（純額） 63,946 76,350

建設仮勘定 － 13,930

有形固定資産合計 7,692,384 7,602,606

無形固定資産

ソフトウエア 10,642 9,690

その他 4,026 3,983

無形固定資産合計 14,669 13,673

投資その他の資産

投資有価証券 1,004,573 1,032,562

繰延税金資産 199,577 170,173

その他 79,482 83,260

貸倒引当金 △16,933 △16,681

投資その他の資産合計 1,266,700 1,269,314

固定資産合計 8,973,754 8,885,594

資産合計 23,741,162 22,625,219
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,117,018 5,579,219

短期借入金 1,092,452 944,847

未払法人税等 106,985 26,831

その他 743,554 633,137

流動負債合計 8,060,010 7,184,034

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 534,434 454,124

退職給付引当金 650,989 659,513

役員退職慰労引当金 125,352 －

資産除去債務 6,469 6,505

その他 40,630 153,310

固定負債合計 1,507,875 1,423,453

負債合計 9,567,886 8,607,488

純資産の部

株主資本

資本金 1,969,269 1,969,269

資本剰余金 1,399,606 1,399,606

利益剰余金 10,559,492 10,389,601

自己株式 △81,268 △81,412

株主資本合計 13,847,100 13,677,066

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 198,845 206,618

その他の包括利益累計額合計 198,845 206,618

少数株主持分 127,330 134,046

純資産合計 14,173,276 14,017,731

負債純資産合計 23,741,162 22,625,219
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

売上高 10,333,999 10,134,484

売上原価 8,804,433 9,051,442

売上総利益 1,529,565 1,083,042

販売費及び一般管理費 1,229,635 1,212,734

営業利益又は営業損失（△） 299,929 △129,692

営業外収益

受取利息 374 307

受取配当金 18,034 17,058

その他 12,569 11,984

営業外収益合計 30,978 29,350

営業外費用

支払利息 21,915 10,505

手形売却損 592 596

その他 5,069 1,604

営業外費用合計 27,578 12,706

経常利益又は経常損失（△） 303,330 △113,048

特別利益

固定資産売却益 4,581 3,373

保険解約返戻金 1,158 －

受取保険金 － 7,576

特別利益合計 5,740 10,949

特別損失

固定資産売却損 8,274 －

減損損失 14,556 13,490

固定資産除却損 10,090 3,658

ゴルフ会員権評価損 978 －

特別損失合計 33,898 17,149

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（△）

275,171 △119,248

法人税等 106,480 △5,609

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（△）

168,691 △113,638

少数株主利益 1,252 7,526

四半期純利益又は四半期純損失（△） 167,439 △121,165
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９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（△）

168,691 △113,638

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △73,120 7,772

その他の包括利益合計 △73,120 7,772

四半期包括利益 95,571 △105,866

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 94,319 △113,393

少数株主に係る四半期包括利益 1,252 7,526
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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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