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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年２月期第３四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年11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２月期第３四半期 505,555 4.7 7,044 10.9 8,461 10.4 6,794 52.3
23年２月期第３四半期 482,921 16.6 6,352 － 7,666 890.9 4,460 784.3
 

 
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２月期第３四半期 141.00 140.53
23年２月期第３四半期 92.24 91.14
 
(2) 連結財政状態 

 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

24年２月期第３四半期 345,354 81,576 21.7 1,555.81
23年２月期 347,058 90,337 23.7 1,705.85
（参考）自己資本  24年２月期第３四半期 74,907百万円 23年２月期 82,268百万円 

 
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２月期 － 11.00 － 11.00 22.00
24年２月期 － 12.00 －  
24年２月期(予想)  11.00 23.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年２月期の連結業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通     期 650,000 0.9 8,500 0.9 10,000 △0.7 7,500 2.5 155.68

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



４．その他 （詳細は、【添付資料】P.４ ２．その他の情報をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規  ─社（社名        ─） 、除外  ─社（社名        ─） 
（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（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）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年２月期３Ｑ 48,600,000株 23年２月期 48,600,000株
② 期末自己株式数 24年２月期３Ｑ 452,748株 23年２月期 372,418株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年２月期３Ｑ 48,185,570株 23年２月期３Ｑ 48,357,849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、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が実施中で
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、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、四半期決算短信（添付資料）３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。 
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１．当四半期の連結業績等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 

当第３四半期連結累計期間においては、アジア諸国の成長に牽引され、世界経済は前

年に比べ緩やかな回復を続けました。日本においては、東日本大震災からの早期復旧が

進み、外需中心の持ち直し傾向が見られました。しかし、円高の長期化、欧州財政危機

や中国経済の減速に加え、タイ大洪水の影響もあり、先行きの不安材料となっています。 

このような状況下にあって、当第３四半期連結累計期間における売上高は、5,055億55

百万円で前年同期比4.7％の増収となりました。 

損益につきましては、売上総利益が321億３百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益

が70億44百万円（前年同期比10.9％増）、経常利益が84億61百万円（前年同期比10.4％

増）となりました。また、貸倒引当金の戻し入れ等に伴う特別利益18億88百万円の計上

もあり、当四半期純利益は67億94百万円（前年同期比52.3％増）となりました。 

 

これを事業の種類別に見ますと、次のとおりであります。 

(鉄鋼) 

建機・産機向け及び６月以降回復した自動車向けは概ね順調に推移しました。家電向

け、建設・土木向けは低調でした。輸出は夏場以降減速し前年並みに留まりました。 

鉄鋼部門全体では、売上高は2,202億７百万円（前年同期比3.0％増）となりました。 

 

(情報・電機) 

非鉄金属分野では、電子部材やその原料、レアアースの売上が増加しました。エレク

トロニクス分野では、電子部品や半導体の海外売上が増加しました。 

情報・電機部門全体では、売上高は1,158億43百万円（前年同期比8.1％増）となりま

した。 

 

(産業資材) 

メカトロ分野、化成品分野共に、自動車向けは東日本大震災及びタイ大洪水の影響を

受け低調でしたが、海外向けの設備機械が好調に推移しました。 

産業資材部門全体では、売上高は1,252億３百万円（前年同期比6.0％増）となりまし

た。 

 

(生活産業) 

配管住設分野では、民間・公共ともに建設投資が伸びず、低調に推移しました。建設

分野では、分譲マンションの販売減少により落ち込みました。食品分野では、水産品・

加工食品の輸入が順調に拡大しました。 

生活産業部門全体では、売上高は443億１百万円（前年同期比0.8％増）となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は3,453億54百万円となり、主に売上の増

加に伴い売上債権は増加しましたが、市況の悪化に伴う投資有価証券評価額の減少によ

り前連結会計年度末に比べて17億３百万円減少しました。 

負債は2,637億78百万円となり、主に仕入債務の増加により前連結会計年度末に比べて

70億57百万円増加しました。 

純資産は815億76百万円となり、主にその他有価証券評価差額金の減少により前連結会

計年度末に比べて87億60百万円減少しました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年２月期の通期業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成23年

４月７日発表の予想数値を据置いております。 

 

岡谷鋼機㈱ (7485) 平成24年２月期 第３四半期決算短信

- 3 -



２．その他の情報 

  (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 

    四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理は適用しておりません。 

    なお、当社及び連結子会社においては、下記の項目につき、簡便な会計処理を適用

しております。 

 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法         

当第３四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おります。 

 

②たな卸資産の評価方法         

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、

当第２四半期連結会計期間末の実地たな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。 

 

③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おります。 

 

④法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法 

     一部の連結子会社の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おります。 

     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
及び一時差異の発生状況等に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度
末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。 

 

  (3)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。 

これにより、営業利益及び経常利益は22百万円、税金等調整前四半期純利益は310

百万円それぞれ減少しております。 

 

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。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 
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③表示方法の変更         

（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」の科目を表示しております。 
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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23年11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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,747 6,976

受取手形及び売掛金 172,239 159,975

商品及び製品 39,292 32,970

仕掛品 424 350

原材料及び貯蔵品 1,540 1,541

その他 10,359 8,190

貸倒引当金 △856 △1,325

流動資産合計 230,747 208,679

固定資産   

有形固定資産 39,612 41,169

無形固定資産 906 1,141

投資その他の資産   

投資有価証券 60,604 80,542

その他 14,032 18,177

貸倒引当金 △548 △2,652

投資その他の資産合計 74,088 96,067

固定資産合計 114,607 138,378

資産合計 345,354 347,058
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11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23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 106,589 100,449

短期借入金 103,018 94,131

未払法人税等 1,822 721

賞与引当金 1,423 695

その他 8,651 6,020

流動負債合計 221,503 202,019

固定負債   

長期借入金 24,116 28,656

繰延税金負債 12,685 20,764

退職給付引当金 1,985 2,063

役員退職慰労引当金 670 736

その他 2,816 2,481

固定負債合計 42,274 54,701

負債合計 263,778 256,721

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,128 9,128

資本剰余金 7,798 7,798

利益剰余金 50,776 45,092

自己株式 △446 △370

株主資本合計 67,257 61,648

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,030 24,905

繰延ヘッジ損益 0 △23

為替換算調整勘定 △5,379 △4,261

評価・換算差額等合計 7,650 20,620

少数株主持分 6,668 8,068

純資産合計 81,576 90,337

負債純資産合計 345,354 347,058
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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22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 482,921 505,555

売上原価 451,249 473,451

売上総利益 31,671 32,103

販売費及び一般管理費 25,319 25,058

営業利益 6,352 7,044

営業外収益   

受取利息 890 1,002

受取配当金 1,092 1,047

持分法による投資利益 308 543

その他 667 680

営業外収益合計 2,959 3,274

営業外費用   

支払利息 1,385 1,379

手形売却損 57 39

その他 202 438

営業外費用合計 1,645 1,856

経常利益 7,666 8,461

特別利益   

固定資産売却益 12 26

投資有価証券売却益 33 16

貸倒引当金戻入額 102 1,843

その他 － 2

特別利益合計 148 1,888

特別損失   

固定資産処分損 41 45

減損損失 245 －

投資有価証券評価損 411 284

出資金評価損 4 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 288

その他 13 27

特別損失合計 716 646

税金等調整前四半期純利益 7,098 9,704

法人税、住民税及び事業税 2,065 2,638

法人税等調整額 294 57

法人税等合計 2,360 2,695

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,008

少数株主利益 277 214

四半期純利益 4,460 6,794
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

【セグメント情報】 

（追加情報） 

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）を適用しております。 

 

１. 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

当社グループは、多様な商品の売買・製造等、国内及び海外において多角的な事業活動を展開してお

ります。 

従って、当社グループは、商品・サービス別の事業部門を基礎としたセグメントから構成されてお

り、「鉄鋼」、「情報・電機」、「産業資材」及び「生活産業」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

各報告セグメントに属する主な商品又はサービスの内容は、以下の通りであります。 

 

鉄鋼     鉄屑、棒鋼、鋼矢板、Ｈ型鋼、鋼板、鋼管、機械構造用炭素鋼、合金鋼、軸受鋼、工具

鋼、ステンレス鋼 他  

情報・電機  銅・アルミ、レアアース、電子部材、汎用電機品、映像機器、半導体・周辺電子部品、

ソフトウェア開発・販売 他 

産業資材   工作機械、工具、産業用ロボット、自動車部品、合成樹脂原料、樹脂成形品、環境・リ

サイクル対応設備、半導体・電子関連設備機器 他 

生活産業   配管資材、住設機器、住宅用資材、不動産開発、分譲マンション、水産物、畜産物、倉

庫業 他 
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２. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自  平成23年３月１日  至  平成23年11月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

鉄鋼 情報・電機 産業資材 生活産業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高    

  外部顧客への売上高 220,207 115,843 125,203 44,301 505,555 － 505,555

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

941 880 194 1,133 3,149 △3,149 －

計 221,148 116,723 125,397 45,434 508,704 △3,149 505,555

セグメント利益 2,400 1,968 2,478 854 7,701 △657 7,044

(注)１. セグメント利益の調整額△657百万円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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

 

(参考)「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に準拠して組み替えた前第３四半期連結累計期間

のセグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（自  平成22年３月１日  至  平成22年11月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

鉄鋼 情報・電機 産業資材 生活産業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高    

  外部顧客への売上高 213,727 107,133 118,090 43,968 482,921 － 482,921

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

816 1,238 224 1,110 3,390 △3,390 －

計 214,544 108,372 118,315 45,079 486,311 △3,390 482,921

セグメント利益 2,809 1,529 1,744 823 6,906 △554 6,352

(注)１. セグメント利益の調整額△554百万円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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

 

(5) 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。 
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