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(百万円未満切捨て)

１．2020年12月期第１四半期の連結業績（2020年１月１日～2020年３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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期第１四半期 12,136 △4.5 38 △89.1 49 △86.9 △24 ―

2019年12月期第１四半期 12,711 7.4 355 △18.2 380 △15.9 235 △15.7

(注) 包括利益 2020年12月期第１四半期 △185 百万円 ( ―％) 2019年12月期第１四半期 258 百万円 ( 37.1％)

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

2020年12月期第１四半期 △6.14 ―

2019年12月期第１四半期 60.25 ―

（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 ％

2020年12月期第１四半期 31,722 13,877 43.0

2019年12月期 34,520 14,202 40.5

(参考) 自己資本 2020年12月期第１四半期 13,644 百万円 2019年12月期 13,965 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

2019年12月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00

2020年12月期 ―

2020年12月期(予想) 0.00 ― 25.00 25.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020年12月31日）

(％表示は、 通期は対前期、 四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 25,000 △1.4 280 △52.4 340 △47.4 200 △51.4 51.08

通期 52,000 △1.7 510 △36.7 600 △33.3 380 △36.5 97.05

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 詳細は、 （添付資料）Ｐ．７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 （３）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（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）」をご覧ください。

（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) 2020年12月期１Ｑ 3,922,000株 2019年12月期 3,922,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期１Ｑ 6,309株 2019年12月期 6,309株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期１Ｑ 3,915,691株 2019年12月期１Ｑ 3,915,691株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、 その他特記事項

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、 その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、 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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご
覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、個人消費は昨年10月の消費税増税後の持ち直しの動きが見られ

ず、また輸出・生産は米中貿易摩擦の影響により減速傾向が続いている中、新型コロナウイルス感染拡大で国内経済

は一気に混乱し、景気を大幅に下押しする厳しい状況となりました。一方、国際経済は同感染症が世界的大流行とな

っており、景気は足もとで急速に減速しております。

鉄鋼業界におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受ける需要産業が、工場停止を行うなど生産

が大きく落ち込んでいるため、高炉メーカーは生産設備を一時休止に踏み切る等、減産措置が出ております。鉄鋼市

況についても需要環境の悪化により、鋼材価格は軟調に推移しております。

このような経営環境下において当社グループは、仕入面においては在庫の適正化に注力し、販売面においては販売

量の確保に重点を置き、きめ細かく営業活動を展開してまいりましたが、販売数量の減少や販売価格の値下りにより、

当第１四半期連結累計期間の売上高は121億36百万円（前年同期比4.5％減）となりました。利益面につきましては、

販売スプレッドの縮小等の影響に加えて、値下りに伴う在庫商品の評価損もあり、営業利益は38百万円（前年同期比

89.1％減）、経常利益は49百万円（前年同期比86.9％減）、さらに特別損失に投資有価証券評価損41百万円を計上し

たことにより、親会社株主に帰属する四半期純損失は24百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ27億98百万円減少し、317億22百万円となりまし

た。この主な要因は、受取手形及び売掛金が22億31百万円、前渡金が７億18百万円減少したことによるものでありま

す。

負債は、前連結会計年度末に比べ24億73百万円減少し、178億45百万円となりました。この主な要因は、支払手形及

び買掛金が29億29百万円減少したことによるものであります。

この結果、純資産は、前連結会計年度末に比べ３億24百万円減少し、138億77百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年２月17日に公表いたしました2020年12月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありませ

ん。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,402,881 1,220,739

受取手形及び売掛金 16,607,402 14,376,143

商品 3,641,171 3,620,068

前渡金 3,425,112 2,706,876

その他 411,901 538,601

貸倒引当金 △65,897 △58,190

流動資産合計 25,422,571 22,404,239

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,267,377 1,249,276

土地 5,105,681 5,105,681

その他（純額） 765,965 1,083,596

有形固定資産合計 7,139,024 7,438,554

無形固定資産 33,914 52,899

投資その他の資産

繰延税金資産 1,922 1,932

その他 1,923,624 1,826,580

貸倒引当金 △90 △1,338

投資その他の資産合計 1,925,456 1,827,174

固定資産合計 9,098,395 9,318,628

資産合計 34,520,966 31,722,867
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,446,066 10,516,428

短期借入金 2,910,000 3,030,000

未払法人税等 96,762 27,918

賞与引当金 22,900 98,350

役員賞与引当金 33,000 8,739

その他 2,302,819 2,743,946

流動負債合計 18,811,548 16,425,381

固定負債

繰延税金負債 939,145 862,035

役員退職慰労引当金 258,250 253,060

退職給付に係る負債 180,998 176,358

その他 128,995 128,892

固定負債合計 1,507,389 1,420,347

負債合計 20,318,938 17,845,729

純資産の部

株主資本

資本金 735,800 735,800

資本剰余金 601,840 601,840

利益剰余金 12,023,458 11,862,347

自己株式 △26,112 △26,112

株主資本合計 13,334,986 13,173,875

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 630,208 470,625

その他の包括利益累計額合計 630,208 470,625

非支配株主持分 236,834 232,636

純資産合計 14,202,028 13,877,138

負債純資産合計 34,520,966 31,722,867
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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 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 12,711,361 12,136,139

売上原価 11,470,195 11,137,692

売上総利益 1,241,166 998,446

販売費及び一般管理費 886,005 959,571

営業利益 355,160 38,875

営業外収益

受取利息 1,564 1,469

仕入割引 13,103 11,408

固定資産売却益 12,064 -

その他 6,829 6,409

営業外収益合計 33,561 19,287

営業外費用

支払利息 2,451 2,145

売上割引 5,618 5,818

その他 620 441

営業外費用合計 8,690 8,405

経常利益 380,032 49,757

特別損失

投資有価証券評価損 - 41,403

特別損失合計 - 41,403

税金等調整前四半期純利益 380,032 8,354

法人税等 137,681 33,976

四半期純利益又は四半期純損失（△） 242,350 △25,622

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

6,438 △1,560

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

235,911 △24,061
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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 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 242,350 △25,622

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 16,414 △159,433

その他の包括利益合計 16,414 △159,433

四半期包括利益 258,765 △185,055

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 252,175 △183,643

非支配株主に係る四半期包括利益 6,589 △1,411
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)

　 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書計上額

(注)２西日本 東日本 その他 計

売上高

　外部顧客への売上高 6,542,666 6,162,698 5,997 12,711,361 ― 12,711,361

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

7,473 7,268 364,283 379,026 △379,026 ―

計 6,550,140 6,169,966 370,280 13,090,387 △379,026 12,711,361

セグメント利益 108,772 243,506 286,467 638,746 △258,713 380,032

(注) １．セグメント利益の調整額△258,713千円は、セグメント間の取引消去等であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)

　 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書計上額

(注)２西日本 東日本 その他 計

売上高

　外部顧客への売上高 5,435,868 6,694,060 6,210 12,136,139 ― 12,136,139

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

148 4,079 255,079 259,307 △259,307 ―

計 5,436,016 6,698,140 261,290 12,395,447 △259,307 12,136,139

セグメント利益又は損失(△) 53,408 △22,235 169,204 200,376 △150,619 49,757

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△150,619千円は、セグメント間の取引消去等であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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