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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 68,727 56.2 483 ― △224 ― △1,321 ―

22年3月期第2四半期 44,000 △58.4 △3,213 ― △4,000 ― △2,614 ―

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

23年3月期第2四半期 △10.68 ―

22年3月期第2四半期 △21.13 ―

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

23年3月期第2四半期 147,351 42,151 28.2 336.42
22年3月期 142,934 44,005 30.4 351.03

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  41,616百万円 22年3月期  43,424百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

    期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。 
（参考）配当予想の修正については、本日（平成22年10月29日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
（参考）連結業績予想の修正については、本日（平成22年10月29日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 

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 133,000 36.6 1,900 ― 500 ― △1,100 ― △8.89



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 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仮定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）２ページ「１．当四半期の連 
  結業績等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」をご参照ください。 
２． 平成23年３月31日（期末日）を基準日とする配当につきましては現時点では未定であります。今後の業績動向を見極めながら、開示が可能となった 
  時点で速やかにお知らせ致します。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 123,973,338株 22年3月期  123,973,338株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  271,872株 22年3月期  269,330株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 123,702,442株 22年3月期2Q 123,729,518株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  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 ……………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

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

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  8

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



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間におけるステンレス特殊鋼業界は、堅調な経済発展を続ける中国や東南アジア諸国等の

海外市場を中心に概ね堅調に推移しましたが、８月から急激に進行した円高が輸出採算を圧迫するとともに、わ

が国の国内景気全般に影を落とし、ステンレス特殊鋼需要も停滞感を余儀なくされる結果となりました。 

主原料であるニッケル相場は、底堅い需要に加えて投機的な動きもあり、8ドル台から徐々に値を上げて、期

間後半には10ドル台を推移する動きとなりました。 

このような経営環境の中で当社グループとしては、第１四半期から引き続き原料価格に見合う販売価格の形成

と製造コスト削減を優先課題として取り組むとともに、高機能材部門を中心に需要が比較的旺盛な海外での販売

活動を積極的に展開し、販売数量の拡大に注力してまいりました。  

これにより第２四半期累計期間の販売数量は、前年同期（平成22年３月期第２四半期累計期間）比39％増とな

り、とりわけ高機能材部門においては前年同期比58%の増加を達成するなど、その活動の成果は着実に上がりつ

つあります。 

この結果、平成23年３月期第２四半期累計期間の当社連結経営成績は、売上高は68,727百万円と前年同期比

56.2%増の大幅増収を達成し、これに加えて各種コスト削減策が奏功したこともあり、営業利益では483百万円

（前年同期比3,696百万円増）の営業黒字を計上することができました。また、経常利益につきましては、前年

同期比大幅な改善（3,776百万円）を実現いたしましたが、△224百万円の経常損失計上となりました。（第２四

半期会計期間では332百万円（前年同期比1,660百万円増）の経常黒字に転換いたしました。） 

また、当第２四半期累計期間の四半期純利益につきましては、繰延税金資産の回収可能性を見直したことなど

により、△1,321百万円（損失）（前年同期比1,293百万円増）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の総資産残高は、147,351百万円となり、前連結会計年度末比4,417百万円の増加

となりました。これはいずれも流動資産の増加であり、主として販売数量の回復による売掛債権の増加（3,204

百万円）と、生産活動の活発化による原材料、仕掛品等の棚卸資産の増加（4,721百万円）によるものでありま

す。  

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、105,200百万円となり、前連結会計年度末比6,271百万円の増加と

なりました。これは主として原材料等の調達増による仕入債務の増加（1,054百万円）、及び運転資金需要増に

よる借入金の増加（4,165百万円）によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の額は 42,151百万円となり、前連結会計年度末比1,854百万円減少して

おります。これにより自己資本比率は28.2％となりました。 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主として売掛債権の増加により3,242百

万円の支出となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、設備投資による支出を中

心に1,037百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローについては、借入金の増加等により

3,883百万円の収入となりました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前第２四半期連結会計期間末比3,024

百万円減の6,473百万円となりました。   

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後のステンレス特殊鋼業界を取り巻く環境は、中国やインドをはじめとした新興国や資源国経済の成長は引

き続き底堅いものと期待されますが、一方で急激な円高の進行によるわが国経済の減速懸念や不安定な原料相場

など不透明な要因も多く、依然楽観を許さない情勢と思われます。 

こうした情勢の中で、当社グループとしては、不断のコストダウン努力を継続するとともに原料価格に見合っ

た販売価格の形成や海外需要の積極的な獲得などの諸施策を継続することにより、通期連結経常利益の黒字化を

実現する考えでおりますが、当第２四半期会計期間の実績等を踏まえ、平成22年５月11日に公表した平成23年３

月期の通期業績予想を誠に遺憾ながら、下記の通り修正いたします。 

 ○連結売上高   １３３，０００百万円 

 ○連結営業利益     １，９００百万円 

 ○連結経常利益      ５００百万円 

 ○連結当期利益   △１，１００百万円   

 なお、本業績予想において、為替レートは82円/米ドルを前提としております。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

  

２．特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。これによる営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に対する影響は軽微でありま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は249百万円であります。 

  

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しておりま

す。 

  

（表示方法の変更） 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しており

ます。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,710 7,330

受取手形及び売掛金 23,197 19,993

商品及び製品 7,320 6,592

仕掛品 13,121 12,226

原材料及び貯蔵品 10,216 7,118

その他 1,434 2,841

貸倒引当金 △587 △565

流動資産合計 61,410 55,535

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,057 15,443

機械装置及び運搬具（純額） 20,575 20,836

土地 40,179 40,198

その他（純額） 1,558 1,646

有形固定資産合計 77,369 78,123

無形固定資産 1,597 1,738

投資その他の資産   

投資有価証券 4,913 5,460

その他 2,143 2,148

貸倒引当金 △81 △69

投資その他の資産合計 6,974 7,539

固定資産合計 85,941 87,399

資産合計 147,351 142,934



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,660 17,606

短期借入金 27,236 25,668

1年内返済予定の長期借入金 7,392 6,373

未払法人税等 396 468

賞与引当金 847 849

その他 4,067 3,538

流動負債合計 58,597 54,502

固定負債   

長期借入金 29,398 27,821

退職給付引当金 9,343 9,296

環境対策引当金 178 439

その他 7,684 6,871

固定負債合計 46,603 44,427

負債合計 105,200 98,929

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,251 22,251

資本剰余金 7,492 7,492

利益剰余金 9,565 10,888

自己株式 △131 △130

株主資本合計 39,177 40,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 404 889

土地再評価差額金 2,061 2,059

為替換算調整勘定 △26 △25

評価・換算差額等合計 2,439 2,923

少数株主持分 535 581

純資産合計 42,151 44,005

負債純資産合計 147,351 142,934



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 44,000 68,727

売上原価 41,640 62,809

売上総利益 2,360 5,917

販売費及び一般管理費 5,573 5,434

営業利益又は営業損失（△） △3,213 483

営業外収益   

受取利息 6 7

受取配当金 77 80

その他 151 98

営業外収益合計 235 186

営業外費用   

支払利息 620 631

為替差損 257 77

その他 144 186

営業外費用合計 1,022 894

経常損失（△） △4,000 △224

特別利益   

固定資産売却益 3 0

投資有価証券売却益 － 36

貸倒引当金戻入額 79 －

その他 0 7

特別利益合計 82 43

特別損失   

固定資産除却損 85 －

投資有価証券評価損 3 13

減損損失 212 18

その他 13 11

特別損失合計 314 43

税金等調整前四半期純損失（△） △4,232 △224

法人税等 △1,607 1,051

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,275

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10 46

四半期純損失（△） △2,614 △1,321



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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損失（△） △4,232 △224

減価償却費 2,833 2,860

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57 47

受取利息及び受取配当金 △83 △88

支払利息 620 631

投資有価証券評価損益（△は益） 3 13

売上債権の増減額（△は増加） 1,525 △3,204

たな卸資産の増減額（△は増加） 420 △4,721

仕入債務の増減額（△は減少） △1,543 1,054

その他 191 1,292

小計 △324 △2,340

利息及び配当金の受取額 83 88

利息の支払額 △617 △637

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2,092 △353

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,235 △3,242

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,361 △1,261

その他 190 224

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,171 △1,037

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △8,806 1,572

長期借入れによる収入 14,200 5,790

長期借入金の返済による支出 △3,355 △3,194

配当金の支払額 △371 －

少数株主への配当金の支払額 △1 △11

その他 △49 △274

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,618 3,883

現金及び現金同等物に係る換算差額 12 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,694 △397

現金及び現金同等物の期首残高 7,803 6,870

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,497 6,473



 該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 ステンレス鋼板及びその加工品セグメント単一ですので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90％を超

えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

（１）国又は地域の区分の方法      地理的近接度による 

（２）各区分に属する主な国又は地域   東南アジア：中国、韓国、タイ、シンガポール、台湾等 

欧州：ドイツ、イギリス、イタリア等 

大洋州：オーストラリア、ニュージーランド等 

北米：米国、カナダ等 

中近東：サウジアラビア、ＵＡＥ、クウェート、カタール等 

その他の地域：エジプト、コロンビア等 

   

〔セグメント情報〕 

 当社グループは、ステンレス鋼板及びその加工品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

  

 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）セグメント情報

  東南アジア 欧州 大洋州 北米 中近東
その他の地

域 
計 

Ⅰ 海外売上高 

(百万円) 
 8,208  763  155  134  3  606  9,869

Ⅱ 連結売上高 

(百万円) 
 －  －  －  －  －  －  44,000

Ⅲ 海外売上高の

連結売上高に

占める割合

(％) 

 18.7       1.7  0.4  0.3  0.0  1.4  22.4

（６）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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