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

23年3月期第3四半期 37,767 58.6 2,578 ― 2,451 ― 1,080 ―

22年3月期第3四半期 23,816 △22.3 △321 ― △50 ― △170 ―

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3四半期 20.24 ―

22年3月期第3四半期 △3.68 ―

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3四半期 45,761 13,078 25.4 217.50
22年3月期 43,624 11,968 24.6 200.56

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  11,617百万円 22年3月期  10,712百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

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）

3.00 3.00

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  無  
 

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 50,000 43.0 2,800 ― 2,600 420.0 1,000 ― 18.72



(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  有  
（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報告書の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において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書レビュー手続きは終了しておりません。 

※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仮定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」をご覧ください。 
 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 54,166,000株 22年3月期  54,166,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  753,677株 22年3月期  751,936株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 53,413,231株 22年3月期3Q 46,460,929株
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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の世界経済及び日本経済は、新興国の成長に支えられて持ち直しの傾向が見られた

ものの、海外経済の下振れ懸念や長引く円高と国内株式市場の低迷に加え、雇用情勢が依然として厳しいことなど

から、景気全体の先行きは不透明な状況のまま推移しました。 

特殊鋼線分野におきましては、海外では新興国向けの販売を中心に堅調であったものの、国内においては、主

要需要部門である自動車産業関連向けを中心とするばね材は、比較的好調だった自動車生産が、第３四半期に至っ

て環境対応車への政府支援策終了の影響などにより減少したことから、低調に推移しました。建材関連は、依然と

して公共投資関連の新規案件が極めて少ないことや、建築需要に回復の兆しが見えないことから、前期に引き続き

低迷しました。ステンレス鋼線につきましては、第２四半期後半以降、家電・OA関連において一部在庫調整の動き

が見られたことなどの影響から、減産を余儀なくされました。 

こうした状況のもと、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、上期比較的好調だった自動車関

連需要と製品価格改定に加え、Suzuki Garphyttan AB買収の影響により、前年同期比58.6％増（139億５千１百万

円増）の377億６千７百万円となりました。 

収益面では、売上高の増加や労務費をはじめとする固定費・諸経費削減などの収益改善策を講じたことに加

え、ステンレス関連事業及び海外子会社の業績が好調に推移した結果、経常利益は、24億５千１百万円（前期は５

千万円の損失）となりました。また、四半期純利益につきましても、10億８千万円（前期は１億７千万円の損失）

となりました。 

            

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当社グループの当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度に比べ21億３千７百万円増加し、457

億６千１百万円となりました。これは主に販売増による現金及び預金並びに預け金、受取手形及び売掛金で計31億 

２千９百万円の増加等があったことによるものです。 

 負債総額は、前連結会計年度に比べ10億２千７百万円増加し、326億８千２百万円となりました。これは主に仕

入増加による支払手形及び買掛金の増加19億９千４百万円、未払法人税等の増加４億３千３百万円等によるもので

す。 

  純資産につきましては、前連結会計年度に比べ11億１千万円増加し、130億７千８百万円となりました。これは

主に業績改善による利益の発生で利益剰余金が10億８千万円増加したこと等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は、平成22年10月29日公表の業績予想を上回っておりますが、現時点

において業績予想を修正しておりません。なお、当社は平成22年12月24日に「Thai Special Wire Co., Ltd.の株

式取得による子会社化に関するお知らせ」を公表いたしましたが、株式取得日が当初予定していた平成23年2月1日

から平成23年3月1日へ変更となりました。この株式取得により、当期の連結業績への影響が生じますので、株式取

得手続き完了後、速やかに影響額を精査した上で、通期の業績予想をお知らせいたします。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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  

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が生じておらず

かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

２.特有の会計処理  

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益又は純損失に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１.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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

２.「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表 

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10 

日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

３.企業結合に関する会計基準等の適用  

 第２四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）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」 

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年 

12月26日公表分）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。 

４.四半期連結損益計算書の表示方法の変更  

  「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３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しており 

ます。 

５.減価償却資産の減価償却の方法の変更 

  有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は、従来、構築物の償却方法について定額法を採用しておりましたが、平成21年 

６月に新日本製鐵㈱の連結子会社となったことを機に会計処理基準の統一を図るため、第１四半期連結会計間 

より、定率法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微なものであります。 

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,443 2,882

預け金 2,413 1,096

受取手形及び売掛金 10,460 9,207

商品及び製品 2,878 3,029

仕掛品 2,130 2,230

原材料及び貯蔵品 2,828 2,452

繰延税金資産 428 437

その他 880 872

貸倒引当金 △39 △42

流動資産合計 25,423 22,167

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,148 3,360

機械装置及び運搬具（純額） 7,161 7,776

土地 2,224 2,247

建設仮勘定 310 124

その他（純額） 268 298

有形固定資産合計 13,113 13,808

無形固定資産   

のれん 4,614 5,041

その他 196 211

無形固定資産合計 4,811 5,252

投資その他の資産   

投資有価証券 981 1,048

関係会社株式 117 99

繰延税金資産 1,051 981

その他 278 279

貸倒引当金 △14 △13

投資その他の資産合計 2,413 2,395

固定資産合計 20,338 21,456

資産合計 45,761 43,624
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 12,308 10,314

短期借入金 9,297 9,640

未払法人税等 642 209

賞与引当金 246 450

その他 2,565 1,804

流動負債合計 25,060 22,419

固定負債   

長期借入金 4,142 5,701

繰延税金負債 771 787

負ののれん 82 124

退職給付引当金 2,054 2,046

役員退職慰労引当金 184 173

長期預り敷金保証金 307 339

その他 77 62

固定負債合計 7,621 9,235

負債合計 32,682 31,655

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,634 3,634

資本剰余金 2,419 2,419

利益剰余金 5,813 4,732

自己株式 △144 △144

株主資本合計 11,722 10,642

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 58

為替換算調整勘定 △118 12

評価・換算差額等合計 △105 70

少数株主持分 1,461 1,255

純資産合計 13,078 11,968

負債純資産合計 45,761 43,624
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 23,816 37,767

売上原価 21,105 30,801

売上総利益 2,711 6,966

販売費及び一般管理費 3,032 4,387

営業利益又は営業損失（△） △321 2,578

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 19 18

負ののれん償却額 41 41

為替差益 377 －

持分法による投資利益 － 9

その他 77 65

営業外収益合計 519 140

営業外費用   

支払利息 215 161

持分法による投資損失 6 －

為替差損 － 46

その他 26 59

営業外費用合計 248 267

経常利益又は経常損失（△） △50 2,451

特別利益   

関係会社株式売却益 31 －

その他 8 －

特別利益合計 39 －

特別損失   

固定資産除却損 13 29

投資有価証券評価損 9 －

固定資産売却損 0 43

その他 13 4

特別損失合計 36 77

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（△）

△47 2,373

法人税等 93 954

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,418

少数株主利益 29 338

四半期純利益又は四半期純損失（△） △170 1,080
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 該当事項はありません。 

  

  

 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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