
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

       

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

１．平成25年10月期第１四半期の連結業績（平成24年11月１日～平成25年１月31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 ％

25年10月期第１四半期 4,945 11.1 177 27.6 272 76.6 127 51.4
24年10月期第１四半期 4,452 9.0 139 △0.7 154 △16.6 84 △15.5

(注) 包括利益 25年10月期第１四半期 855百万円( 174.2％) 24年10月期第１四半期 312百万円(△38.2％)

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10月期第１四半期 4.59 ―
24年10月期第１四半期 3.03 ―

（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 ％

25年10月期第１四半期 18,493 8,744 46.9
24年10月期 17,273 7,959 45.8

(参考) 自己資本 25年10月期第１四半期 8,679百万円 24年10月期 7,909百万円

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

24年10月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
25年10月期 ―

25年10月期(予想) 2.50 ― 2.50 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年10月期の連結業績予想（平成24年11月１日～平成25年10月31日）

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) 9,800 8.1 280 13.4 390 5.1 220 13.4 7.89
通期 19,900 8.3 550 13.4 750 11.3 450 25.3 16.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

     

     

     

   
  

 

 

 

 
  

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（社名） 、除外 ―社（社名）

（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 ： 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

（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) 25年10月期１Ｑ 28,007,448株 24年10月期 28,007,448株

② 期末自己株式数 25年10月期１Ｑ 130,979株 24年10月期 130,979株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期１Ｑ 27,876,469株 24年10月期１Ｑ 27,876,469株

※ 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ますが、この四半期決算短
信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報お
よび将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績
は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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当第１四半期連結累計期間（平成24年11月１日～平成25年１月31日）におけるわが国経済は、東日

本大震災からの復興による需要を背景に、個人消費や設備投資の堅調な推移などから回復傾向がみら

れました。また、政府の経済対策による円高是正、株式市場の回復、および財政支出刺激による景気

向上の期待が高まりました。 

このような状況の下で当社グループは、主力商品の拡大、新商品の取り扱い、顧客ニーズの対応と

いった従来からの施策を推し進め、売上拡大・利益確保に努めました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,945百万円（前年同四半期比11.1％増）、

営業利益は177百万円（前年同四半期比27.6％増）、経常利益は272百万円（前年同四半期比76.6％

増）、当四半期純利益は127百万円（前年同四半期比51.4％増）となりました。 

  

①財政状態の変動状況について 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて159百万円増

加し10,874百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が369百万円増加および商品

が176百万円増加に対し、現金及び預金が417百万円減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて1,061百万円

増加し7,618百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が1,054百万円増加したことによる

ものであります。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて72百万円増加

し8,444百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が328百万円増加に対し、未払法

人税等が233百万円減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて364百万円増

加し1,305百万円となりました。この主な要因は、繰延税金負債が375百万円増加したことによるもの

であります。 

  

（純資産）  

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて784百万円増加

し8,744百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が56百万円増加およびその他有価証券評

価差額金が687百万円増加したことによるものであります。 

  

 平成24年12月13日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 

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）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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） 

当社およ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

11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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,710,189 1,293,023

受取手形及び売掛金 6,759,037 7,128,788

商品 2,134,955 2,311,424

その他 124,896 155,830

貸倒引当金 △13,618 △14,084

流動資産合計 10,715,460 10,874,982

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 813,057 801,775

機械装置及び運搬具（純額） 62,242 65,815

土地 2,241,810 2,241,810

その他（純額） 73,740 74,397

有形固定資産合計 3,190,850 3,183,798

無形固定資産 63,169 78,505

投資その他の資産   

投資有価証券 3,189,383 4,243,444

破産更生債権等 9,660 9,595

その他 114,414 113,086

貸倒引当金 △9,660 △9,595

投資その他の資産合計 3,303,798 4,356,530

固定資産合計 6,557,818 7,618,834

資産合計 17,273,278 18,493,817

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,605,902 3,934,811

短期借入金 3,976,599 4,084,000

賞与引当金 139,304 70,890

その他 650,118 354,334

流動負債合計 8,371,925 8,444,036

固定負債   

繰延税金負債 679,846 1,055,587

退職給付引当金 221,654 223,477

長期未払金 38,797 25,467

長期預り保証金 1,180 1,180

固定負債合計 941,478 1,305,712

負債合計 9,313,403 9,749,749
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,712,335 2,712,335

資本剰余金 1,728,146 1,728,146

利益剰余金 2,224,313 2,280,973

自己株式 △24,512 △24,512

株主資本合計 6,640,283 6,696,943

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,286,959 1,974,905

繰延ヘッジ損益 2,885 23,239

為替換算調整勘定 △21,044 △15,407

その他の包括利益累計額合計 1,268,799 1,982,738

少数株主持分 50,792 64,386

純資産合計 7,959,874 8,744,068

負債純資産合計 17,273,278 18,493,817
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 4,452,066 4,945,207

売上原価 3,439,839 3,816,335

売上総利益 1,012,227 1,128,871

販売費及び一般管理費 872,790 950,979

営業利益 139,436 177,891

営業外収益   

受取利息 485 20

受取配当金 4,019 4,236

受取賃貸料 9,892 9,021

デリバティブ評価益 13,980 69,756

仕入割引 14,778 17,752

その他 4,625 5,682

営業外収益合計 47,782 106,469

営業外費用   

支払利息 5,675 5,773

為替差損 25,140 2,261

売上割引 2,156 3,532

その他 169 704

営業外費用合計 33,142 12,272

経常利益 154,076 272,089

特別利益   

投資有価証券売却益 42,660 －

特別利益合計 42,660 －

特別損失   

投資有価証券評価損 18,450 －

固定資産除却損 17 －

災害による損失 1,260 －

特別損失合計 19,727 －

税金等調整前四半期純利益 177,010 272,089

法人税、住民税及び事業税 58,184 72,939

法人税等調整額 33,137 70,946

法人税等合計 91,322 143,886

少数株主損益調整前四半期純利益 85,687 128,203

少数株主利益 1,186 276

四半期純利益 84,501 127,926
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 85,687 128,203

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 226,647 697,506

繰延ヘッジ損益 △867 20,354

為替換算調整勘定 556 9,395

その他の包括利益合計 226,336 727,256

四半期包括利益 312,024 855,459

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 307,961 841,865

少数株主に係る四半期包括利益 4,063 13,594
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該当事項はありません。 

  

[セグメント情報] 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年11月１日  至  平成24年１月31日) 

当社グループは、鉄鋼材の卸売およびこれに附帯する事業を営む単一事業につき、記載を省略して

おります。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年11月１日  至  平成25年１月31日) 

当社グループは、鉄鋼材の卸売およびこれに附帯する事業を営む単一事業につき、記載を省略して

おります。 

  

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）セグメント情報等

（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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