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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 27,974 2.7 333 ― 308 ― 233 ―
25年3月期第3四半期 27,235 △15.1 △125 ― △144 ― △234 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 375百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △289百万円 （―％）

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 21.13 ―
25年3月期第3四半期 △21.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 30,534 8,960 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3四半期 8,934百万円 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 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 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、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 38,300 4.0 500 ― 450 ― 400 ― 36.30



(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
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 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3Q 980,427 株 25年3月期 980,427 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 11,019,573 株 25年3月期3Q 11,103,094 株
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当第３四半期（平成25年４月１日～平成25年12月31日）におけるわが国経済は、政府による経済政

策・金融政策の効果を背景に緩やかな景気回復の動きがみられました。また、100円台が定着しつつあ

る為替相場や震災復興需要などの効果もあり、大企業を中心に企業業績の改善が進み、先行き不透明感

が払拭されつつあります。  

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、販売数量の確保に全力を尽くすとともに、新規顧客の獲得、休眠顧客の掘起しなど

積極的な営業展開を図った結果、生産財分野におけるステンレス鋼需要の回復もあり、売上高は前年同

期に比べ2.7％増加の27,974百万円となりました。利益面につきましては、売上総利益率の向上に加え

人件費を中心とした販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、営業利益は333百万円（前年同期は125

百万円の損失）、経常利益は308百万円（前年同期は144百万円の損失）、四半期純利益は233百万円

（前年同期は234百万円の損失）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、販売価格が前年同期に比べ2.4％低下したものの販売数量が6.2％増加

したことなどにより、売上高は前年同期に比べ4.1％増加の26,584百万円となりました。営業利益は、

利益確保のため原価低減に努めた結果、売上総利益率が改善し339百万円（前年同期は236百万円の損

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  

 引き続き国内の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、中国での造管事業

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20.1％増加の911百万

円、営業利益は前年同期に比べ14.5％増加の106百万円となりました。 

  

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業 

 当第３四半期は受注物件の多くが第４四半期に集中していることに加え、12月に予定していた物件の

一部の納期が１月以降にずれ込んだため、売上高は前年同期に比べ48.6％減少の479百万円となり、営

業損益は128百万円の損失（前年同期は３百万円の損失）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

 資産合計は、受取手形及び売掛金が511百万円、商品及び製品などのたな卸資産が207百万円、投資有

価証券が223百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,205百万円増加し30,534百万円

となりました。 

  

（負債） 

  負債合計は、支払手形及び買掛金が540百万円増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ853百

万円増加し21,574百万円となりました。   

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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（純資産） 

 純資産合計は、四半期純利益233百万円、その他有価証券評価差額金の増加額125百万円などにより、

前連結会計年度末に比べ353百万円増加し8,960百万円となりました。  

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末と同様の29.3％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、第３四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。  

  

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 2,175,001 2,028,838

受取手形及び売掛金 10,299,891 10,810,500

商品及び製品 6,519,577 6,506,301

仕掛品 82,904 283,620

原材料及び貯蔵品 136,489 156,179

繰延税金資産 94,106 82,892

その他 251,201 583,095

貸倒引当金 △6,985 △7,621

流動資産合計 19,552,184 20,443,803

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 1,539,940

有形固定資産合計 6,966,584 7,005,389

無形固定資産 363,021 470,019

投資その他の資産   

投資有価証券 1,375,287 1,598,007

長期滞留債権 80,725 84,569

繰延税金資産 622,392 561,182

その他 448,837 454,690

貸倒引当金 △80,133 △83,412

投資その他の資産合計 2,447,108 2,615,036

固定資産合計 9,776,713 10,090,444

資産合計 29,328,897 30,534,247

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,720,095 12,259,852

短期借入金 5,765,878 5,831,552

未払法人税等 50,506 48,357

引当金 130,106 97,779

その他 465,071 649,058

流動負債合計 18,131,655 18,886,598

固定負債   

長期借入金 579,370 658,240

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 1,037,231

その他 97,321 83,733

固定負債合計 2,589,659 2,687,448

負債合計 20,721,314 21,574,046
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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) 

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 4,796,861

自己株式 △244,419 △244,419

株主資本合計 6,911,840 7,122,600

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 280,568 405,225

繰延ヘッジ損益 139 246

土地再評価差額金 1,411,004 1,411,004

為替換算調整勘定 △21,535 △4,963

その他の包括利益累計額合計 1,670,176 1,811,511

少数株主持分 25,566 26,089

純資産合計 8,607,582 8,960,201

負債純資産合計 29,328,897 30,534,247
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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 27,234,819 27,974,163

売上原価 23,605,047 23,937,054

売上総利益 3,629,773 4,037,109

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 1,589,645 1,538,969

賞与引当金繰入額 53,681 97,032

退職給付費用 195,099 143,750

法定福利費 197,118 195,984

荷造運搬費 584,749 602,566

通信費 51,284 48,229

消耗品費 109,845 125,202

家賃賃借料 202,238 186,460

減価償却費 230,452 219,408

その他 540,932 546,866

販売費及び一般管理費合計 3,755,043 3,704,466

営業利益又は営業損失（△） △125,271 332,642

営業外収益   

受取利息 295 344

受取配当金 28,188 25,097

持分法による投資利益 30,902 9,250

為替差益 11,930 32,280

その他 15,498 7,704

営業外収益合計 86,813 74,674

営業外費用   

支払利息 78,659 80,356

手形売却損 26,879 18,096

その他 164 416

営業外費用合計 105,702 98,869

経常利益又は経常損失（△） △144,161 308,448

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

固定資産売却益 829 3,774

特別利益合計 829 3,774
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(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) 

特別損失   

固定資産売却損 12,000 57

固定資産除却損 3,071 556

会員権評価損 11,500 213

投資有価証券売却損 － 1

投資有価証券評価損 2,071 －

関係会社整理損 3,742 －

特別損失合計 32,384 827

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（△）

△175,715 311,395

法人税、住民税及び事業税 39,324 72,150

法人税等調整額 17,503 6,435

法人税等合計 56,827 78,584

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（△）

△232,543 232,811

少数株主利益 1,224 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △233,767 232,799
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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（△）

△232,543 232,811

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60,281 125,580

繰延ヘッジ損益 △44 107

為替換算調整勘定 3,652 16,572

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 △56,314 142,259

四半期包括利益 △288,857 375,070

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △289,940 374,134

少数株主に係る四半期包括利益 1,084 936
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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)  

該当事項はありません。 

  

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） 

(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）自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

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％） 

（２）その他 

 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） 

   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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    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) 

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) 

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 25,544,396 758,083 932,340 27,234,819

  (2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

422,818 377 359 423,554

計 25,967,214 758,461 932,699 27,658,373

セグメント利益又は損失(△) △235,622 92,200 △3,156 △146,578
 

利    益 金    額

報告セグメント計 △146,578

セグメント間取引消去 21,307

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △125,271
 

 

 
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 26,584,054 910,627 479,482 27,974,163

  (2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

333,244 8,509 2,309 344,063

計 26,917,298 919,137 481,791 28,318,226

セグメント利益又は損失(△) 339,172 105,566 △127,503 317,235
 

利    益 金    額

報告セグメント計 317,235

セグメント間取引消去 15,407

四半期連結損益計算書の営業利益 332,642
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