
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年８月11日

【四半期会計期間】 第95期第１四半期(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

【会社名】 北越メタル株式会社

【英訳名】 HOKUETSU METAL Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　桒　原　頼　幸

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市蔵王三丁目３番１号

【電話番号】 0258-24-5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務本部長　　米　山　克　已

【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市蔵王三丁目３番１号

【電話番号】 0258-24-5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務本部長　　米　山　克　已

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　 　

　 　

　

EDINET提出書類

北越メタル株式会社(E01260)

四半期報告書

 1/24



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第94期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第95期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第94期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

売上高 (千円) 5,420,603 5,098,245 18,806,877

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 1,089,489 △324,178 1,683,511

四半期（当期）
純利益又は
四半期純損失（△）

(千円) 537,268 △346,350 874,072

純資産額 (千円) 14,003,469 13,821,809 14,174,199

総資産額 (千円) 24,686,159 24,678,523 23,440,498

１株当たり純資産額 (円) 703.04 687.83 711.62

１株当たり四半期
（当期）純利益又は
四半期純損失（△）

(円) 26.97 △17.39 43.88

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ─ ―

自己資本比率 (％) 56.73 55.51 60.47

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 476,138 311,945 2,384,662

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △129,367 △369,229 △681,482

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △476,435 △291,955 △1,189,078

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,646,381 5,062,317 5,290,148

従業員数 (名) 393 430 393

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、第95期第１四半期連結累計（会計）期間については１株

当たり四半期純損失を計上しており、また、潜在株式がないため、第94期第１四半期連結累計（会計）期間お

よび第94期については潜在株式がないため、それぞれ記載していない。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はない。また、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載し

ている。

　

３ 【関係会社の状況】

前連結会計年度まで持分法適用非連結子会社であった北興商事㈱は、重要性が増したため、当第１四半期

連結会計期間より連結子会社へ変更している。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合(％)

関係内容

北興商事㈱ 新潟県三条市 10,000製鋼原料の集荷販売 40.0
発生品の加工を委託
役員の兼任…１人

(注)　議決権の所有割合は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としている。 

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 430

(注) １　従業員数は就業人員である。

２　当第１四半期連結会計期間において、従業員数が37名増加しているが、主として北興商事㈱を連結の範囲に含

めたことに伴う人員の増加によるものである。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 221

(注)　従業員数は就業人員である。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。
　

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄鋼 4,666,569 118.6

(注) １　金額は、製造原価による。
２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　
(2) 受注実績

当社グループの生産は主に見込み生産を行っているため、記載を省略している。

　
(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。
　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄鋼 5,098,245 94.1

(注) １　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりである。
　

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ 1,732,946 32.0 1,217,376 23.9

阪和興業㈱ 719,737 13.3 730,512 14.3

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

なお、重要事象等は存在していない。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国や新興国向けの輸出の増加などにより、景気

は緩やかに回復しつつあるものの、厳しい雇用・所得環境、円高の進行やデフレ状況など、依然として

厳しい状況が続いている。

当社グループの関連業界では、このような経済環境の影響を受け、鋼材需要は伸びず、さらに主原料

である鉄スクラップ価格が、中国を中心とする東アジア向け輸出の増加に伴い上昇したことから収益

環境は悪化した。

このような状況下、当社グループは、製品販売価格の改善に注力するとともに、需要に見合った生産

・販売に徹し、鋭意取り組んできた。

その結果、当第１四半期における連結売上高は、製品販売価格の下落等により、5,098百万円（前年同

四半期比5.9％減）となり、経常損失は324百万円（前年同四半期1,089百万円の経常利益）、四半期純

損失は346百万円（前年同四半期537百万円の四半期純利益）という損失計上のやむなきに至った。

　

(2) 財政状態の分析

① 資産

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,238百万円増加して、

24,678百万円となった。

これは主に、製品販売量の改善による売上高増加に伴う受取手形及び売掛金の増加（前連結会計年

度末比1,288百万円の増加）等により、流動資産が前連結会計年度末に比べ1,291百万円増加して、

14,872百万円になったことによるものである。

② 負債

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,590百万円増加して、

10,856百万円となった。

これは主に、支払手形及び買掛金の増加（前連結会計年度末比1,661百万円の増加）等により、流動

負債が前連結会計年度末に比べ1,461百万円増加して8,772百万円になったことによるものである。
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③ 純資産

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ352百万円減少して、

13,821百万円となった。

これは主に、四半期純損失346百万円を計上したこと等によるものである。

また、自己資本比率については、前連結会計年度末の60.5％から5.0ポイント減少して、当第１四半期

連結会計期間末には55.5％となった。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、5,062百万円

となり、前連結会計年度末に比べ227百万円（△4.3％）減少した。各キャッシュ・フローの状況は次のと

おりである。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金は、311百万円の増加（前年同四半期比164百

万円の減少）となった。収入の主な内訳は、仕入債務の増加1,639百万円、減価償却費233百万円であり、支

出の主な内訳は、売上債権の増加1,078百万円、税金等調整前四半期純損失472百万円、法人税等の支払額

205百万円である。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金は、369百万円の減少（前年同四半期比239百

万円の減少）となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出362百万円等によるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金は、291百万円の減少（前年同四半期比184百

万円の増加）となった。これは主に、長期借入金の返済による支出164百万円、配当金の支払額141百万円

等によるものである。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はない。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の試験研究費の総額は、２百万円である。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はない。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 55,950,000

計 55,950,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,970,00019,970,000
東京証券取引所 
(市場第二部)

単元株式数は1,000株である。

計 19,970,00019,970,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年６月30日 ─ 19,970,000 ― 1,969,269 ─ 1,399,606

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していな

い。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしている。

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 51,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 19,825,000 19,825 ―

単元未満株式 普通株式 94,000 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 19,970,000― ―

総株主の議決権 ― 19,825 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式906株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
北越メタル株式会社

新潟県長岡市蔵王
三丁目３番１号

51,000 ― 51,000 0.3

計 ― 51,000 ― 51,000 0.3

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 258 238 209

最低(円) 225 199 198

(注)　株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、高志監査法人により四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 5,220,409 5,412,248

受取手形及び売掛金 6,468,386 5,180,161

商品及び製品 1,662,080 1,533,079

仕掛品 50,404 47,708

原材料及び貯蔵品 1,240,836 1,263,989

繰延税金資産 215,892 74,500

その他 56,761 105,839

貸倒引当金 △42,297 △36,446

流動資産合計 14,872,472 13,581,080

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,864,943 7,829,698

減価償却累計額 △4,746,548 △4,681,425

建物及び構築物（純額） 3,118,394 ※1
 3,148,272

機械装置及び運搬具 18,991,442 18,608,228

減価償却累計額 △15,820,906 △15,358,336

機械装置及び運搬具（純額） 3,170,535 ※1
 3,249,891

工具、器具及び備品 1,834,185 1,804,935

減価償却累計額 △1,504,278 △1,470,507

工具、器具及び備品（純額） 329,907 ※1
 334,428

土地 1,805,240 ※1
 1,754,675

リース資産 14,688 14,688

減価償却累計額 △2,040 △1,428

リース資産（純額） 12,648 13,260

建設仮勘定 148,556 30,647

有形固定資産合計 8,585,282 8,531,175

無形固定資産

ソフトウエア 15,188 15,926

その他 3,689 3,713

無形固定資産合計 18,877 19,640

投資その他の資産

投資有価証券 793,699 ※1
 916,518

繰延税金資産 320,826 333,510

その他 103,327 71,514

貸倒引当金 △15,963 △12,940

投資その他の資産合計 1,201,889 1,308,602

固定資産合計 9,806,050 9,859,418

資産合計 24,678,523 23,440,498
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 5,883,219 4,221,515

短期借入金 2,221,930 2,209,059

未払法人税等 21,663 217,506

その他 645,861 662,671

流動負債合計 8,772,674 7,310,752

固定負債

社債 100,000 －

長期借入金 1,147,077 1,125,827

退職給付引当金 558,847 536,071

役員退職慰労引当金 112,388 137,179

資産除去債務 6,270 －

その他 159,455 156,468

固定負債合計 2,084,039 1,955,546

負債合計 10,856,713 9,266,299

純資産の部

株主資本

資本金 1,969,269 1,969,269

資本剰余金 1,399,606 1,399,606

利益剰余金 10,334,634 10,821,328

自己株式 △14,556 △14,551

株主資本合計 13,688,953 14,175,653

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,307 △1,454

評価・換算差額等合計 11,307 △1,454

少数株主持分 121,548 －

純資産合計 13,821,809 14,174,199

負債純資産合計 24,678,523 23,440,498
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(2)【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21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第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)

売上高 5,420,603 5,098,245

売上原価 3,819,416 4,856,613

売上総利益 1,601,186 241,632

販売費及び一般管理費 ※1
 523,532

※1
 578,279

営業利益又は営業損失（△） 1,077,654 △336,647

営業外収益

受取利息 327 266

受取配当金 19,623 16,668

受取賃貸料 2,070 442

助成金収入 11,678 6,437

その他 2,267 4,489

営業外収益合計 35,966 28,303

営業外費用

支払利息 16,730 13,855

持分法による投資損失 3,758 －

手形売却損 444 302

その他 3,198 1,675

営業外費用合計 24,131 15,833

経常利益又は経常損失（△） 1,089,489 △324,178

特別利益

負ののれん発生益 － 4,631

貸倒引当金戻入額 180 1,680

特別利益合計 180 6,311

特別損失

固定資産売却損 40 11

減損損失 103,590 8,402

固定資産除却損 1,943 2,857

投資有価証券評価損 － 138,735

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,636

特別損失合計 105,574 154,642

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（△）

984,094 △472,509

法人税等 ※2
 446,826

※2
 △118,499

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △354,009

少数株主損失（△） － △7,659

四半期純利益又は四半期純損失（△） 537,268 △346,350
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第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)

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（△）

984,094 △472,509

減価償却費 239,674 233,727

減損損失 103,590 8,402

負ののれん発生益 － △4,631

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,601 14,156

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 975 △38,291

貸倒引当金の増減額（△は減少） △180 4,710

受取利息及び受取配当金 △19,951 △16,934

支払利息 17,174 14,158

持分法による投資損益（△は益） 3,758 －

有形固定資産売却損益（△は益） 40 11

有形固定資産除却損 1,943 2,857

売上債権の増減額（△は増加） △353,136 △1,078,204

たな卸資産の増減額（△は増加） △225,174 △91,405

仕入債務の増減額（△は減少） 499,118 1,639,954

投資有価証券評価損益（△は益） － 138,735

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,636

その他 △53,305 154,580

小計 1,219,223 513,952

利息及び配当金の受取額 20,593 17,110

利息の支払額 △16,682 △13,845

法人税等の支払額 △746,996 △205,272

営業活動によるキャッシュ・フロー 476,138 311,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,500 △3,900

有形固定資産の取得による支出 △118,930 △362,198

有形固定資産の売却による収入 379 812

無形固定資産の取得による支出 △3,560 △500

投資有価証券の取得による支出 △44 △74

投資その他の資産の増減額（△は増加） △5,710 △3,369

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,367 △369,229

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） △62,194 15,000

長期借入金の返済による支出 △254,460 △164,892

自己株式の取得による支出 △37 △5

配当金の支払額 △159,743 △141,446

リース債務の返済による支出 － △612

財務活動によるキャッシュ・フロー △476,435 △291,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129,664 △349,239

現金及び現金同等物の期首残高 4,776,046 5,290,148

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 121,409

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,646,381

※1
 5,062,317
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項なし。

　

【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】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

(1)　連結の範囲の変更

　持分法適用会社であった北興商事㈱は、重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に含

めている。

(2)　変更後の連結子会社の数

　　４社

２　持分法の適用に関する事項の変更

(1)　持分法適用非連結子会社

　持分法適用会社であった北興商事㈱は、重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より、持分法の適用範

囲から除いている。

(2)　変更後の持分法適用非連結子会社はない。

３　会計処理基準に関する事項の変更

(1)　資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第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）

を適用している。

　これにより、営業損失及び経常損失は47千円、税金等調整前四半期純損失は4,683千円それぞれ増加している。

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6,252千円である。

(2)　企業結合に関する会計基準等の適用

　当第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）を適用している。

　

【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「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１四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」の科目を表示している。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定している。

２　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっている。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額等を見積り、

簿価切下げを行う方法によっている。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方

法によっている。なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっている。

４　経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で計上す

る方法によっている。

５　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっている。

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等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化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いる。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項なし。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　１　担保資産

担保に供されている資産について、事業の運営に

おいて重要なものであり、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められるものはない

ため、記載を省略している。

※１　担保資産

　 工場財団組成分 　

　 建物及び構築物 1,874,444千円

　 機械装置及び運搬具 2,993,819千円

　 工具、器具及び備品 4,676千円

　 土地 82,826千円

　 計 4,955,766千円

　 工場財団組成外分 　

　 建物及び構築物 581,920千円

　 土地 1,440,734千円

　 投資有価証券 464,005千円

　 計 2,486,659千円
　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりである。

　 出荷費 313,928千円

　 給与手当 59,933千円

　 役員退職慰労引当金繰入額 6,025千円

　 退職給付費用 8,586千円

　 公租公課 9,556千円

　 減価償却費 8,173千円

　 試験研究費 1,899千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりである。

　 出荷費 293,904千円

　 給与手当 84,247千円

　 役員退職慰労引当金繰入額 7,568千円

　 退職給付費用 7,438千円

　 公租公課 9,133千円

　 減価償却費 12,415千円

　 試験研究費 2,247千円

　 貸倒引当金繰入額 5,850千円

※２　当第１四半期連結会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適用している

ため、法人税等調整額を含めた金額で、一括掲記し

ている。

※２　　　　　　　　　　同左
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,769,981千円

預入期間が３か月超の定期預金 △123,600

現金及び現金同等物 4,646,381
 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 5,220,409千円

預入期間が３か月超の定期預金 △158,091

現金及び現金同等物 5,062,317

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第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)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 19,970,000

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 51,930

　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項なし。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月24日
定時株主総会

普通株式 159,344 8.00平成22年３月31日平成22年６月25日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項なし。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

事業の種類は「鉄鋼事業」の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ている。

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

在外連結子会社及び重要な在外支店がないために記載を省略している。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。

　

【セグメント情報】

当社グループは、「鉄鋼事業」の単一セグメントであるため、記載を省略している。

(追加情報)

当第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)を適用している。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動はない。

　

(有価証券関係)

会社の事業の運営において重要性に乏しいため記載していない。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はない。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項なし。

　

(企業結合等関係)

該当事項なし。

　

(資産除去債務関係)

該当事項なし。

　

(賃貸等不動産関係)

該当事項なし。

　

EDINET提出書類

北越メタル株式会社(E01260)

四半期報告書

20/24



　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

687.83円 711.62円

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額(千円) 13,821,809 14,174,199

普通株式に係る純資産額(千円) 13,700,261 14,174,199

差額の主な内訳(千円) 　 　

　少数株主持分 121,548 ─

普通株式の発行済株式数(株) 19,970,000 19,970,000

普通株式の自己株式数(株) 51,930 51,906

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(株)

19,918,070 19,918,094

　

２  １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

１株当たり四半期純利益 26.97円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─
　

１株当たり四半期純損失(△) △17.39円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─
　

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第１四半期連結累計期間については潜在株式がないた

め、当第１四半期連結累計期間については１株当たり四半期純損失を計上しており、また、潜在株式がないた

め、それぞれ記載していない。

２　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半期純損
失(△)(千円)

537,268 △346,350

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△)(千
円)

537,268 △346,350

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 19,918,519 19,918,082

　
(重要な後発事象)

該当事項なし。

　

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月３日

北越メタル株式会社

取締役会  御中

　

高志監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐 々 木　  隆 　 輔   印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    高　  橋　  信　  太   印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北越

メタル株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北越メタル株式会社及び連結子会社の平成21

年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管している。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月４日

北越メタル株式会社

取締役会  御中

　

高志監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐 々 木　  隆    輔   印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    高    橋　  信    太   印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北越

メタル株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北越メタル株式会社及び連結子会社の平成22

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管している。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
　

EDINET提出書類

北越メタル株式会社(E01260)

四半期報告書

24/24


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に関する事項
	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
	表示方法の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

