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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 7,214 △0.8 △68 ― △59 ― △96 ―
24年3月期第2四半期 7,274 19.5 96 △37.1 88 △45.0 △35 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △141百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △51百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △16.07 ―
24年3月期第2四半期 △5.94 ―

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

25年3月期第2四半期 15,353 6,604 43.0 1,103.96
24年3月期 16,400 6,788 41.4 1,134.67
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  6,604百万円 24年3月期  6,788百万円

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25年3月期末配当につきましては、現段階では未定とさせていただきます。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

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）

（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 15,080 1.6 150 △18.2 150 △9.7 10 ― 1.67



(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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成上に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ.３「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   ：  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2Q 6,091,000 株 24年3月期 6,091,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 108,370 株 24年3月期 108,274 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,982,717 株 24年3月期2Q 5,982,726 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要等を背景に緩やかな改善が見られたものの、原子

力発電所の事故の影響による電力需給の問題、欧州の政府債務危機及び円高の長期化など依然として厳しい状況が続

きました。 

みがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線業界におきましては、主要需要家である自動車業界がエコカー補助金の恩恵を受け

比較的好調に推移しましたが、建設機械・産業機械業界が輸出の減少等で低迷したことにより、生産活動は弱含みと

なりました。 

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、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 千トン（前年同四半期比 ％増）になりましたが、製品価格下落の影響により売上高は

百万円（前年同四半期比 ％減）と若干の減収になりました。 

損益につきましては、製品価格下落時における簿価の高い在庫の払い出しやエネルギーコストの高騰による諸資材

購入価格の上昇に加え、株価の下落による退職給付費用の積み増しや棚卸評価損の計上などにより当社単体の黒字が

縮小したこと、また、株式会社サンユウ九州において減価償却費などの固定費負担が大きく赤字を余儀なくされたこ

となどにより、営業損失 百万円（前年同四半期は 百万円の営業利益）、経常損失は 百万円（前年同四半期は

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

  

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、販売数量は 千トン（前年同四半期比 ％減）となり、売上高について

も 百万円（前年同四半期比 ％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 千トン（前年同四半期比 ％増）となり、売上高につ

いても 百万円（前年同四半期比 %増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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、現金及び預金が 百万円、受取手形及び売掛金が 百万円、商品及び製品が 百

万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

当第２四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、支払手形及び買掛金が 百万円減少したことなどによるものであります。 

当第２四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などによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

48 5.1

7,214 0.8

68 96 59 88

96 35

28 8.9

4,643 7.7

20 32.7

2,571 14.6

15,353 1,047

415 235 225

8,749 863

840

6,604 183

138

-2-



（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、 百万

円となり、前第２四半期連結累計期間末に比べ 百万円減少いたしました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）

となりました。これは主に、減価償却費を 百万円計上したことや売上債権が 百万円減少したことで資金が増加

しましたが、仕入債務が 百万円減少したことにより資金が減少したことによるものであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）と

なりました。これは主に、貸付金の回収による収入が 百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が

百万円あったことによるものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の調達）

となりました。これは主に、長期借入金の借入 百万円がありましたが、長期借入金の返済 百万円や配当金の

支払 百万円により資金が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 

第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況ならびに今後の対面業界の動向等を踏まえ、通期連結業績予想

について修正いたしました。詳細につきましては、本日（11月２日）公表いたしました「平成25年３月期第２四半

期累計期間の業績予想と実績値との差異及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、期末配当予想につきましては、需要環境等の先行き不透明な状況にあることから、未定とさせていただき

ます。今後、適切な時期に改めて公表いたします。  

  

（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 

（減価償却方法の変更） 

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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う当第２四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。 

1,049

739

189 86

325 235

847

214 3

14 211

11 393

1,000 969

41

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,465,071 1,049,194

受取手形及び売掛金 4,468,241 4,233,155

商品及び製品 2,303,513 2,077,930

原材料及び貯蔵品 1,476,345 1,479,671

繰延税金資産 81,572 73,019

その他 249,197 217,383

貸倒引当金 △21,361 △17,629

流動資産合計 10,022,581 9,112,726

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,079,752 1,990,311

機械装置及び運搬具（純額） 2,098,395 2,178,435

土地 1,448,032 1,448,032

リース資産（純額） 21,424 20,188

建設仮勘定 57,000 8,034

その他（純額） 86,495 81,443

有形固定資産合計 5,791,099 5,726,446

無形固定資産   

のれん 66,166 57,896

その他 36,058 36,679

無形固定資産合計 102,225 94,575

投資その他の資産   

投資有価証券 387,006 315,933

長期貸付金 63,137 52,620

繰延税金資産 － 14,805

その他 48,983 51,805

貸倒引当金 △14,131 △15,014

投資その他の資産合計 484,995 420,149

固定資産合計 6,378,320 6,241,171

資産合計 16,400,902 15,353,897
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,626,969 3,786,949

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,454,582 1,159,955

リース債務 2,472 2,472

未払法人税等 101,920 32,238

賞与引当金 115,204 114,849

その他 345,806 391,644

流動負債合計 6,746,953 5,588,108

固定負債   

長期借入金 2,418,125 2,742,811

リース債務 18,952 17,716

繰延税金負債 43,529 32,744

退職給付引当金 334,384 328,836

長期未払金 16,840 5,400

資産除去債務 33,674 33,674

固定負債合計 2,865,504 3,161,181

負債合計 9,612,458 8,749,289

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 3,959,601 3,821,587

自己株式 △43,788 △43,820

株主資本合計 6,746,708 6,608,661

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 41,736 △4,054

その他の包括利益累計額合計 41,736 △4,054

純資産合計 6,788,444 6,604,607

負債純資産合計 16,400,902 15,353,897
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 7,274,259 7,214,793

売上原価 6,381,646 6,453,470

売上総利益 892,612 761,322

販売費及び一般管理費   

運搬費 188,496 198,259

給料及び手当 193,438 193,251

賞与引当金繰入額 47,077 51,726

退職給付費用 18,829 18,756

減価償却費 40,375 47,869

のれん償却額 8,270 8,270

その他 300,048 311,674

販売費及び一般管理費合計 796,537 829,809

営業利益又は営業損失（△） 96,075 △68,486

営業外収益   

受取利息 992 778

受取配当金 5,077 4,244

受取賃貸料 3,628 12,200

鉄屑売却収入 5,192 3,715

保険返戻金 － 9,315

その他 7,864 7,437

営業外収益合計 22,755 37,692

営業外費用   

支払利息 26,629 22,123

売上割引 2,536 1,407

賃貸費用 － 4,800

その他 748 832

営業外費用合計 29,914 29,164

経常利益又は経常損失（△） 88,916 △59,958

特別利益   

固定資産売却益 601 343

特別利益合計 601 343

特別損失   

固定資産除却損 699 1,688

固定資産売却損 － 67

投資有価証券評価損 11,088 －

特別損失合計 11,787 1,756

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（△）

77,731 △61,371

法人税、住民税及び事業税 124,093 26,487

法人税等調整額 △10,795 8,275

法人税等合計 113,297 34,763

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △35,566 △96,134

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △35,566 △96,134
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △35,566 △96,134

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,233 △45,790

その他の包括利益合計 △16,233 △45,790

四半期包括利益 △51,799 △141,925

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △51,799 △141,925

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

77,731 △61,371

減価償却費 330,526 325,286

のれん償却額 8,270 8,270

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,509 △5,547

受取利息及び受取配当金 △6,069 △5,023

支払利息 26,629 22,123

投資有価証券評価損益（△は益） 11,088 －

売上債権の増減額（△は増加） 279,751 235,086

たな卸資産の増減額（△は増加） △188,227 222,256

仕入債務の増減額（△は減少） △334,595 △847,069

長期未払金の増減額（△は減少） △11,232 △11,440

その他の負債の増減額（△は減少） △30,127 31,518

その他 68,732 9,402

小計 246,986 △76,506

利息及び配当金の受取額 6,100 5,128

利息の支払額 △27,277 △22,066

法人税等の支払額 △139,791 △95,969

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,018 △189,413

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △695,556 △211,103

有形固定資産の売却による収入 46,904 479

投資有価証券の取得による支出 △30 △30

無形固定資産の取得による支出 △2,312 △7,277

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

642,306 －

貸付けによる支出 △1,000 △11,293

貸付金の回収による収入 13,115 14,494

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,428 △214,730

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,000,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △464,541 △969,941

社債の償還による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 － △32

配当金の支払額 △41,641 △41,758

財務活動によるキャッシュ・フロー 393,817 △11,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 483,264 △415,876

現金及び現金同等物の期首残高 1,305,293 1,465,071

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,788,557 1,049,194
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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