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（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３四半期  120,809  1.1  1,955 △9.8  2,120  △3.7  1,415  37.3

24年３月期第３四半期  119,504  5.7  2,168  27.3  2,202  29.7  1,031 △0.8

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 1,037百万円（ ％） 52.1   24年３月期第３四半期 682百万円 （ ％） △44.6

  
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３四半期  64.99 －

24年３月期第３四半期  47.35 －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期  95,244  28,112  29.3

24年３月期  97,810  27,053  27.5

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 27,945百万円   24年３月期 26,890百万円 

  
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  － 7.50 － 12.50  20.00

25年３月期  － 10.00 －   

25年３月期（予想）     
～
10.00
12.50

 
～  
20.00
22.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

25年３月期の配当予想につきましては、現時点では上記の範囲内にて予定しております。

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、対前期増減率）

  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  168,000  2.8  3,200  6.3  3,200  2.9  1,850  8.6  84.91

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名） 

 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 有

1 上海佐商貿易有限公司 －

（注）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（１）当四半期連結累計期間

   における重要な子会社の異動」をご覧ください。

（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

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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。

   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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 21,790,350株 24年３月期 21,790,350株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 3,955株 24年３月期 3,913株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 21,786,402株 24年３月期３Ｑ 21,786,523株

 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に対するレビュー手続は終了しておりません。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たっての

注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧下さい。 

 また、当期の配当予想につきましては、現時点においても引続き不透明な経営環境であることを鑑み、上記の予想

に変更はございません。なお、今後の経済情勢・需要動向に注視しつつ、具体的な配当予想額の開示が可能となった

時点で速やかに開示いたします。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要とエコカー補助金などの政策によ

り緩やかな回復を続けてきましたが、海外経済の減速や日中関係の悪化などを背景に輸出が減少し、景気後退の

局面入りをしております。 

このような状況下におきまして、当社グループの連結業績は、売上高は1,208億9百万円（前年同期比1.1％

増）、営業利益は19億5千5百万円（前年同期比9.8％減）、経常利益は21億2千万円（前年同期比3.7％減）、四

半期純利益は14億1千5百万円（前年同期比37.3％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①鉄鋼事業 

鉄鋼事業においては、主力の商用車業界は復興需要やエコカー補助金等により下支えされたものの建設機

械業界の落ち込みが厳しく、売上高は823億7百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益は13億2千4百万円（前

年同期比17.0％減）となりました。 

②非鉄金属事業 

非鉄金属事業においては、主力の商用車業界の販売が堅調に推移した結果、売上高は172億2千2百万円（前

年同期比13.8％増）となりましたが、営業利益は輸送費用等の増加により8千6百万円（前年同期比37.5％

減）となりました。   

③電子材料事業 

電子材料事業においては、主力の車載機器向けプリント配線基板用積層板がエコカー補助金の駆け込み需

要により好調に推移したものの、その後の中国向け生産調整の影響を受けた結果、売上高は109億1千3百万円

（前年同期比1.3％減）、営業利益は2億1千5百万円（前年同期比0.1％減）となりました。  

④ライフ営業事業 

ライフ営業事業においては、現在展開している直営店６店舗に大阪府泉佐野市と北海道北広島市の２店舗

が加わり自社オリジナル商品の販売が増加し、パーソナルカラオケ事業も堅調に推移しましたが米国向け洋

食器の販売が落ち込んだ結果、売上高は57億6千7百万円（前年同期比2.3％減）となりました。営業利益は直

営店の売上が増加したため営業利益率が改善し3億3千2百万円（前年同期比36.2％増）となりました。 

⑤機械・工具事業 

機械・工具事業においては、国内外の設備需要を関係各部署と連携して受注した結果、売上高は45億9千9

百万円（前年同期比57.7％増）、営業損失は3百万円（前年同期は営業損失2千6百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて25億6千6百万円減少し952

億4千4百万円となりました。その要因の主なものは、流動資産において、受取手形及び売掛金が減少したこ

と等により24億1千3百万円減少したこと、また、固定資産において、土地が減少したこと等により1億5千2百

万円減少したことであります。 

②負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて36億2千4百万円減少し671

億3千2百万円となりました。その要因の主なものは、流動負債において、支払手形及び買掛金や未払法人税

等が減少したこと等により24億5千6百万円減少したこと、固定負債において、繰延税金負債が減少したこと

等により11億6千7百万円減少したことであります。  

③純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて10億5千8百万円増加し

281億1千2百万円となりました。その要因の主なものは、利益剰余金が14億3千9百万円増加したこと、その他

の包括利益累計額においてその他有価証券評価差額金が4億1千9百万円減少したことによるものであります。

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の我が国を取り巻く環境は、海外経済の減速や日中関係の悪化などを背景に輸出が減少し、景気後退の局

面が続くと想定されます。 

このような中、当社の主要取引業界である商用車業界は東日本大震災の復興需要とアセアン諸国での内需が見

込まれることから、平成24年５月10日の決算短信で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 持分法を適用しておりました上海佐商貿易有限公司は、重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より連

結の範囲に含めております。 

 なお、連結子会社でありました植木鋼管株式会社は、平成24年10月16日に東京地方裁判所に民事再生手続開始

の申立てを行ったため、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。また、平成24年10月

23日に当社100％出資にて設立した植木フォーミング株式会社を平成24年11月30日に植木鋼管株式会社からの事

業譲渡が完了したことに伴い、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。  

  

（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 

 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、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。 

  これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,810 3,721

受取手形及び売掛金 53,929 51,255

商品及び製品 17,308 16,487

繰延税金資産 462 303

その他 551 865

貸倒引当金 △104 △87

流動資産合計 74,958 72,545

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,676 4,327

土地 5,943 5,698

その他（純額） 1,493 2,032

有形固定資産合計 12,113 12,057

無形固定資産 103 105

投資その他の資産   

投資有価証券 9,644 9,678

その他 2,009 2,699

貸倒引当金 △1,018 △1,841

投資その他の資産合計 10,635 10,535

固定資産合計 22,852 22,699

資産合計 97,810 95,244
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 41,840 37,486

短期借入金 18,004 18,947

1年内償還予定の社債 200 700

未払法人税等 950 287

賞与引当金 656 315

厚生年金基金脱退引当金 － 840

その他 1,197 1,815

流動負債合計 62,849 60,392

固定負債   

社債 700 100

長期借入金 4,106 4,395

繰延税金負債 1,871 1,591

退職給付引当金 287 290

役員退職慰労引当金 217 25

その他 724 336

固定負債合計 7,907 6,739

負債合計 70,756 67,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,319 1,319

資本剰余金 880 880

利益剰余金 21,727 23,166

自己株式 △2 △4

株主資本合計 23,924 25,361

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,093 2,674

繰延ヘッジ損益 1 △0

為替換算調整勘定 △128 △90

その他の包括利益累計額合計 2,965 2,583

少数株主持分 163 166

純資産合計 27,053 28,112

負債純資産合計 97,810 95,244
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 119,504 120,809

売上原価 110,565 111,833

売上総利益 8,939 8,976

販売費及び一般管理費 6,770 7,021

営業利益 2,168 1,955

営業外収益   

受取利息 1 4

受取配当金 141 173

受取賃貸料 113 101

持分法による投資利益 － 60

仕入割引 86 81

その他 61 85

営業外収益合計 404 506

営業外費用   

支払利息 196 197

売上債権売却損 46 44

賃貸費用 58 69

持分法による投資損失 16 －

その他 51 29

営業外費用合計 370 341

経常利益 2,202 2,120

特別利益   

固定資産売却益 4 1,065

投資有価証券売却益 12 －

特別利益合計 16 1,065

特別損失   

固定資産除売却損 7 4

減損損失 － 9

投資有価証券評価損 127 －

子会社株式評価損 － 42

会員権評価損 － 13

投資損失引当金繰入額 18 －

厚生年金脱退一時金 － 840

特別損失合計 153 910

税金等調整前四半期純利益 2,065 2,275

法人税、住民税及び事業税 896 729

法人税等調整額 135 126

法人税等合計 1,032 855

少数株主損益調整前四半期純利益 1,033 1,419

少数株主利益 1 3

四半期純利益 1,031 1,415
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,033 1,419

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △299 △418

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 △45 38

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △0

その他の包括利益合計 △351 △382

四半期包括利益 682 1,037

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 680 1,033

少数株主に係る四半期包括利益 1 3
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日)   

   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：百万円）

（注） セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

   

Ⅱ 当第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) 

   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：百万円）

（注） セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

   鉄鋼事業  非鉄金属事業  電子材料事業  ライフ営業事業  機械・工具事業 

 四半期連結損益 

 計算書計上額 

 （注） 

 売上高 

 外部顧客への売上高  

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  

 

 

 

 

84,493

－

 

 

15,132

－

 

 

11,060

－

 

 

5,900

－

 

 

 

 

2,917

－

 

 

119,504

－

計  84,493  15,132  11,060  5,900  2,917  119,504

 セグメント利益 

 又は損失（△） 
 1,596  139  215  244  △26  2,168

   鉄鋼事業   非鉄金属事業  電子材料事業  ライフ営業事業  機械・工具事業 

 四半期連結損益 

 計算書計上額 

 （注） 

 売上高 

 外部顧客への売上高  

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  

 

 

 

 

82,307

－

 

 

17,222

－

 

 

10,913

－

 

 

5,767

－

 

 

 

 

4,599

－

 

 

120,809

－

計  82,307  17,222  10,913  5,767  4,599  120,809

 セグメント利益 

 又は損失（△） 
 1,324  86  215  332  △3  1,955
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