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(記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日）

（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 ％

24年３月期第１四半期  17,836   △2.4   2,254 △30.2 2,280 △30.7   1,361  △59.7

23年３月期第１四半期  18,273    18.3 3,229 △4.2 3,290  △4.5   3,381   70.9

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 1,368百万円(△58.0％) 23年３月期第１四半期  3,260百万円(―％)

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

24年３月期第１四半期    33 31   ― ―

23年３月期第１四半期    81 94   ― ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期     135,866    120,835     88.6

23年３月期     137,403    121,165     87.9

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 120,351百万円  23年３月期 120,717百万円

２．配当の状況

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

23年３月期   ―       15 00 ―     10 00     25 00

24年３月期   ―  

24年３月期(予想)       10 00     ―     ―  ―

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計)   37,000   4.5    3,000 △30.5   3,200 △27.2   2,100 △47.2    51 96

通      期   80,000  13.5    5,700 △17.0   6,000 △15.1   3,800  △3.0    94 55



  

 

 

 
  

  

・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は終了していませ

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、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２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規   社 (            )、除外   社 (            )

（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
 

 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 42,279,982株 23年３月期 42,279,982株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 1,860,206株 23年３月期 1,014,194株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 40,858,998株 23年３月期１Ｑ 41,266,700株

※ 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
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災における未曾有の

被害と福島第一原子力発電所の事故による影響等を受け、企業の生産活動、個人消費等が急速な落ち

込みを見せた後、一部に持ち直しの動きが見られたものの、総じて厳しい状況が継続いたしました。

 当社を取り巻く環境につきましても、建築・土木分野の長期低迷による大幅減産の継続、鋼材市況

の軟化、円高による輸出環境の悪化に加え、主原料スクラップ価格動向について極めて不透明な状況

が続くなど、厳しい経営環境となりました。 

 このような厳しい状況のなか、当社グループは、震災の復興に資する諸施策への対応を最優先に取

り組むとともに、生産・販売・調達一体となったきめ細かな対応を図りながら、あらゆる無駄の排除

に取り組むGo ZERO活動を強化・推進し、グループ全社を挙げて徹底したコスト削減を追求してまい

りました。加えて、需要家の皆様にご理解を頂きながら適正価格の維持・改善に努めてまいりまし

た。          

 この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループにおける鋼材売上数量は20万６千トン(前年

同期実績21万２千トン)、売上高は178億３千６百万円（前年同期実績182億７千３百万円）、経常利

益は22億８千万円（前年同期実績32億９千万円）となり、当四半期純利益は13億６千１百万円（前年

同期実績33億８千１百万円）となりました。 

  

  

第２四半期以降におけるわが国経済の見通しは、震災被害と福島第一原子力発電所事故の経済への

影響が長期化・深刻化することが危惧されるなか、内需低迷の継続、円高継続による輸出環境の更な

る悪化など、更に厳しい状況が予想されます。 

 このような経営環境を踏まえ、引き続き東日本大震災の復興に資する諸施策への対応を最優先に取

り組むとともに、従来から進めてまいりました、あらゆる無駄排除に取り組むGo ZERO活動の更なる

強化、生産・販売・調達一体となった効率的な運営の強化等、徹底したコスト削減を追求してまいり

ます。 

 また、高級商品化の一層の推進、国際化の展開に向けた検討、各社とのアライアンスの積極的な展

開等、国際的な視点に立って将来に備えた成長戦略を積極的に推進し、磐石な事業基盤を確立してま

いります。 

 平成24年３月期第２四半期連結累計期間以降の連結業績予想につきましては、売上高に若干の修正

はあるものの、収益予想は４月公表の連結業績予想から修正はありません。 

  

  

（剰余金の配当予想） 

配当につきましては、業績に応じて行うこととしております。 

 当第２四半期末（中間期末）の１株当たり配当予想は10円とさせて頂く予定です。 

 なお、期末配当予想につきましては、需要環境等の先行きが極めて不透明な状況にあることか

ら、収益見通しが明らかになった時点で改めて検討・公表いたします。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結業績予想に関する定性的情報（平成24年３月期通期）
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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度末
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 349 378

受取手形及び売掛金 22,161 22,835

製品 5,337 7,304

仕掛品 274 285

原材料及び貯蔵品 4,580 4,933

繰延税金資産 399 304

預け金 56,222 50,015

その他 143 2,410

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 89,464 88,464

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 18,438 18,441

減価償却累計額 △12,459 △12,559

建物及び構築物（純額） 5,979 5,882

機械装置及び運搬具 53,504 53,534

減価償却累計額 △43,963 △44,432

機械装置及び運搬具（純額） 9,541 9,102

工具、器具及び備品 5,630 5,665

減価償却累計額 △4,809 △4,859

工具、器具及び備品（純額） 821 805

土地 29,338 29,338

建設仮勘定 241 337

有形固定資産合計 45,921 45,465

無形固定資産

その他 16 16

無形固定資産合計 16 16

投資その他の資産

投資有価証券 1,303 1,255

長期貸付金 6 6

繰延税金資産 285 276

その他 489 465

貸倒引当金 △83 △83

投資その他の資産合計 2,001 1,920

固定資産合計 47,939 47,402

資産合計 137,403 135,866
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（単位：百万円）

前連結会計年度末
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,089 7,076

未払法人税等 1,740 777

修繕引当金 1,093 1,155

その他 2,196 1,952

流動負債合計 12,120 10,961

固定負債

繰延税金負債 2,030 1,998

退職給付引当金 1,658 1,640

役員退職慰労引当金 144 146

その他 284 284

固定負債合計 4,117 4,069

負債合計 16,238 15,031

純資産の部

株主資本

資本金 8,769 8,769

資本剰余金 10,648 10,648

利益剰余金 101,963 102,911

自己株式 △1,082 △2,368

株主資本合計 120,298 119,961

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 418 390

その他の包括利益累計額合計 418 390

少数株主持分 448 483

純資産合計 121,165 120,835

負債純資産合計 137,403 135,866
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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１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 18,273 17,836

売上原価 13,960 14,499

売上総利益 4,312 3,336

販売費及び一般管理費

運搬費 614 598

給料及び賞与 168 193

退職給付引当金繰入額 8 10

役員退職慰労引当金繰入額 11 7

減価償却費 9 11

その他 270 261

販売費及び一般管理費合計 1,082 1,081

営業利益 3,229 2,254

営業外収益

受取利息 30 23

受取配当金 12 12

固定資産賃貸料 22 39

その他 39 7

営業外収益合計 104 83

営業外費用

出向者給料等負担金 21 20

固定資産除却損 7 12

その他 14 23

営業外費用合計 44 57

経常利益 3,290 2,280

特別利益

固定資産売却益 1,801 －

特別利益合計 1,801 －

税金等調整前四半期純利益 5,091 2,280

法人税、住民税及び事業税 1,168 781

法人税等調整額 530 102

法人税等合計 1,698 884

少数株主損益調整前四半期純利益 3,393 1,396

少数株主利益 12 35

四半期純利益 3,381 1,361
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,393 1,396

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △132 △28

その他の包括利益合計 △132 △28

四半期包括利益 3,260 1,368

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,248 1,332

少数株主に係る四半期包括利益 12 35
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（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
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