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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 57,988 42.7 15,164 124.3 17,072 109.7 10,833 120.9
22年3月期第3四半期 40,626 △32.1 6,760 △65.7 8,142 △62.3 4,904 △61.1

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

23年3月期第3四半期 55.47 ―
22年3月期第3四半期 25.11 ―

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 123,623 109,983 88.9 562.75
22年3月期 115,790 102,813 88.7 526.09

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  109,888百万円 22年3月期  102,748百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 4.00 ― 9.00 13.00
23年3月期 ― 9.00 ―
23年3月期 

（予想）
11.00 20.00

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  有   

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 78,139 33.6 18,693 58.8 21,223 57.9 13,024 60.0 66.69



(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、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については、
四半期決算短信【添付資料】4ページ「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】6ページ「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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 195,770,713株 22年3月期  195,770,713株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  499,828株 22年3月期  464,615株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 195,298,981株 22年3月期3Q 195,318,246株
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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けるわが国経済においては、中国をはじめとしたアジア新興国等の経済

成長を背景に、企業収益は輸出企業を中心に持ち直し傾向となり、緩やかな回復基調で推移しました。しか

し、欧州における財政健全化政策の継続や金融システムに対する不安は完全に払拭されず、また、米国にお

ける経済回復の停滞・失業率の高止まり・金融緩和の継続、ドル安の進行、景気刺激策の一巡等、経済の不

安定要素の影響を受けたわが国経済においては、依然として厳しい状況が継続しました。 

このような状況のもと、当社グループの売上高、収益の大半を占めるニッケル事業の主需要先であるス

テンレス鋼業界においては、アジア新興国等の経済高成長及び先進国の緩い景気回復を背景にステンレスに

対する好調な需要を維持してきており、中国のインフレ圧力と不動産バブルの過熱に対する諸施策の実施等

による内需減退不安等による在庫調整が一時見られ、国内では円高の進行の影響で輸出に陰りが生じ不採算

輸出の抑制等も一時見られましたが、国内外において稼働率は概ね堅調に推移いたしました。 

フェロニッケル需要は、国内ステンレス鋼業界においては第２四半期における急激な円高により第３四

半期もその影響は継続してステンレス鋼の輸出に陰りが生じた影響で不採算輸出の抑制による生産調整局面

も見られ、一時的に陰りが見られましたが、輸出先のアジアにおいては、期の後半に中国のステンレス工場

の電気量抑制や不動産価格抑制の影響で一部在庫調整による需給の緩みがありましたがその影響は限定的で

あったこともあり、アジア新興国等の経済成長の継続による旺盛なステンレス鋼需要により順調な稼働率を

維持しており、全般的には堅調に推移いたしました。 

また、ニッケルのロンドン金属取引所における価格は、順調なステンレス生産からのニッケル需要、そ

の他非鉄の価格高及び米国等の金融緩和の影響を受けて、好調に推移しました。 

その中で当社のフェロニッケル販売数量は、前年同期に比べ、国内向け・輸出向け共に増加し、全体で

は前年同期比10.6％の増加となりました。 

販売価格は、フェロニッケル製品の価格形成の指標となる当社適用平均為替レートが前年同期比 7.2％の

円高となりましたが、当社適用平均ＬＭＥニッケル価格が前年同期比 39.7％の大幅高となり、大幅に改善

されました。 

販売数量の増加及び販売価格が大幅高となったその結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は

57,988百万円、前年同期比42.7％の大幅増収となりました。損益につきましては、営業利益は15,164百万

円、前年同期比 124.3％増、経常利益は 17,072 百万円、前年同期比 109.7％増、四半期純利益は 10,833 百

万円、前年同期比120.9％増と夫々大幅増益となりました。 

 

事業別のセグメントの業績は、次のとおりであります。 

① ニッケル事業 

ニッケル事業の主需要先であるステンレス鋼業界においては、アジア新興国等の経済高成長及び先進

国の緩い景気回復を背景にステンレスに対する好調な需要を維持してきており、中国のインフレ圧力と

不動産バブルの過熱に対する諸施策の実施等による内需減退不安等による在庫調整が一時見られ、国内

では円高の進行の影響で輸出に陰りが生じ不採算輸出の抑制等も一時見られましたが、国内外において
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稼働率は概ね堅調に推移いたしました。 

フェロニッケル需要は、国内ステンレス鋼業界においては第２四半期における急激な円高により第３

四半期もその影響は継続してステンレス鋼の輸出に陰りが生じた影響で不採算輸出の抑制による生産調

整局面も見られ、一時的に陰りが見られましたが、輸出先のアジアにおいては、期の後半に中国のステ

ンレス工場の電気量抑制や不動産価格抑制の影響で一部在庫調整による需給の緩みがありましたがその

影響は限定的であったこともあり、アジア新興国等の経済成長の継続による旺盛なステンレス鋼需要に

より順調な稼働率を維持しており、全般的には堅調に推移いたしました。 

また、ニッケルのロンドン金属取引所における価格は、順調なステンレス生産からのニッケル需要、

その他非鉄の価格高及び米国等の金融緩和の影響を受けて、好調に推移しました。 

その中で当社のフェロニッケル販売数量は、前年同期に比べ、国内向け・輸出向け共に増加し、全体

では前年同期比10.6％の増加となりました。 

販売価格は、フェロニッケル製品の価格形成の指標となる当社適用平均為替レートが前年同期比

7.2％の円高となりましたが、当社適用平均ＬＭＥニッケル価格が前年同期比 39.7％の大幅高となり、

大幅に改善されました。 

販売数量の増加及び販売価格が大幅高となったその結果、当部門の売上高は 56,782 百万円、営業利

益は15,034百万円となりました。 

 

② その他 

その他の事業部門につきましては、廃棄物リサイクル事業等の受注数量が不振でありましたが、株式

会社大平洋ガスセンター及び株式会社大平洋エネルギーセンターの売上高及び営業利益は概ね順調に推

移いたしました。 

その結果、当部門の売上高は1,396百万円、営業利益は120百万円となりました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 

（資産の部） 

資産合計は、前連結会計年度末に比べ7,832百万円増加し、123,623百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、当第３四半期連結累計期間の利益により現金及び

預金が増加したこと及び他の科目に大きな変動がないこと等により、前連結会計年度末に比べ 10,143 百

万円の増加となりました。 

一方、固定資産においては、設備老朽化、安全衛生及び環境保全対策並びに効率的操業対応設備工事

を実施しておりますが、当第３四半期連結累計期間における投資額が減価償却を下回ったこと等により、

前連結会計年度末に比べ2,310百万円の減少となりました。 

 

（負債の部） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ663百万円増加し、13,640百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末において、利益に係る法人税等の計上による未払法人税等の増加、設備
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投資代金決済による流動負債その他に含まれる未払金の減少等を夫々加減算し、流動負債が前連結会計

年度末に比べ810百万円の増加となりました。 

一方、固定負債においては、長期借入金の返済による減少等により、前連結会計年度末に比べ 146 百

万円の減少となりました。 

（純資産の部） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ7,169百万円増加し、109,983百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末において、四半期純利益 10,833 百万円の計上による増加及び配当 3,515

百万円の実施による減少等により株主資本が 7,295 百万円の増加、評価・換算差額等が 155 百万円減少

並びに少数株主持分が29百万円の増加となりました。 

 

② キャッシュ・フロー状況 

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である税金

等調整前四半期純利益 17,192 百万円、減価償却費 3,925 百万円及び売上債権の増減額 2,068 百万円等に、

主な減少要因である持分法による投資損益 1,378 百万円、たな卸資産の増減額 2,233 百万円及び法人税

等の支払額又は還付額 5,038 百万円等を夫々加減算し 16,741 百万円の収入で、前年同期に比べ 10,293

百万円の増収となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である定期預金の払戻による収入 6,000 百万円

に、主な減少要因である有形固定資産の取得による支出 2,445 百万円及び定期預金の預入による支出

22,600 百万円等を夫々加減算し 19,688 百万円の支出で、前年同期に比べ 14,433 百万円の支出増となり

ました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出 170 百万円及び配当金の支払額

3,524百万円等を加え3,771百万円の支出で、前年同期に比べ1,583百万円の支出増となりました。 

現金及び現金同等物の増減は、前年同期に比べ5,735百万円の減収となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は 18,406 百万円で前年同期末残高に比べ 3,783 百万

円の減少となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想に係る事項において、第４四半期において、世界 大のステンレス鋼生産国である中国に

おいてはインフレ圧力と不動産バブルの過熱に対する諸施策の追加実施懸念等による内需減退不安、国内で

は継続したドル安円高の傾向等に伴ったステンレス鋼輸出への逆風等が見込まれ、フェロニッケル製品需要

についての不透明な状況が予想されますが、一方、当社フェロニッケル販売価格の指標となるＬＭＥニッケ

ル価格は第４四半期もステンレス生産からの需要、その他非鉄の高値傾向及び米国等の金融緩和による資金

の流入の影響を受けて概ね好調に推移すると予想されるので、平成 22 年 11 月 10 日に発表致しました通期

連結業績予想と比較して第３四半期は予想を上回る結果となるものと見込んでおります。 

このため通期連結業績予想を以下のとおり修正いたしました。また、市場条件につきましても見直して

おります。 

なお、この業績の修正に伴う配当金予想につきましては、平成 22 年 11 月 10 日発表いたしました１株当

たりの期末配当を11円に修正し、年間合計20円に修正いたしました。 
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《参 考》 

【業績予想の修正】（平成23年2月10日発表） 

平成23年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成22年4月1日～平成23年3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 

前回発表予想 (A) 

(平成22年11月10日発表) 

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

75,359 17,111 18,894 11,816 60.50

今回修正予想 (B) 78,139 18,693 21,223 13,024 66.69

増  減  額 (B-A) 2,780 1,582 2,329 1,208 ―

増 減 率 (％) 3.7 9.2 12.3 10.2 ―

（参考）前期実績 

 (平成22年3月期) 58,489 11,774 13,440 8,140 41.68

 

(前提条件の修正) 

  
販売数量(T/Y) 適用LME ﾆｯｹﾙ価格($/Ib) 適用為替(\/$) 

上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 

前回発表予想 

(平成22年11月10日) 20,430 19,970 40,400 9.74 9.13 9.44 88.74 84.63 86.69

当期実績 20,430  9.74 88.74  

今回発表予想  19,767 40,197 10.30 10.01  81.42 85.14

(参考）前期実績 

 (平成22年3月期) 18,363 18,198 36,561 6.60 8.45 7.52 94.87 90.65 92.77

 

【配当予想の修正】（平成23年2月10日発表） 

 1株当たり配当金 

基  準  日 第2四半期末 期  末 年  間 

前  回  予  想 

(平成22年11月10日発表) 9円00銭

 

9円00銭 18円00銭

今 回 修 正 予 想 
 

11円00銭 20円00銭

当  期  実  績 
9円00銭

（ 決 定 ） 

 

前  期  実  績 

（平成22年3月期） 4円00銭

 

9円00銭 13円00銭
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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 

① 簡便な会計処理 

Ａ 固定資産の減価償却の算定方法 

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おります。 

Ｂ 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て、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計

期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「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り扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間から平成 20 年３月 10 日公表の「持分法に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 企業会計基準第 16 号）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取り扱い」

（企業会計基準委員会 実務対応報告第24号）を適用しております。 

これに伴い、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社（その子会社を含む）

及び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続きは、原則として統一する方法

（統一しないことに合理的な理由がある場合は除く）に変更しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

   

 ②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間から平成 20 年３月 31 日公表の「資産除去債務に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。
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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 38,006 28,155

受取手形及び売掛金 8,433 10,501

商品及び製品 4,536 3,634

仕掛品 436 354

原材料及び貯蔵品 4,532 3,283

繰延税金資産 617 512

その他 418 397

貸倒引当金 △4 △6

流動資産合計 56,977 46,833

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 28,513 22,751

その他（純額） 22,208 30,937

有形固定資産合計 50,722 53,689

無形固定資産   

のれん 55 73

その他 168 140

無形固定資産合計 223 213

投資その他の資産   

その他 16,190 15,544

貸倒引当金 △490 △490

投資その他の資産合計 15,700 15,053

固定資産合計 66,646 68,956

資産合計 123,623 115,790
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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 2,366 1,792

短期借入金 218 218

未払費用 1,678 1,657

未払法人税等 4,402 3,038

賞与引当金 121 352

環境事業操業停止損失引当金 364 119

その他 1,428 2,590

流動負債合計 10,579 9,769

固定負債   

長期借入金 684 854

退職給付引当金 62 52

再評価に係る繰延税金負債 1,801 1,801

その他 513 499

固定負債合計 3,061 3,208

負債合計 13,640 12,977

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,922 13,922

資本剰余金 3,481 3,481

利益剰余金 93,024 85,706

自己株式 △363 △340

株主資本合計 110,064 102,768

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 244 244

土地再評価差額金 842 842

為替換算調整勘定 △1,262 △1,107

評価・換算差額等合計 △175 △20

少数株主持分 95 65

純資産合計 109,983 102,813

負債純資産合計 123,623 115,790
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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 40,626 57,988

売上原価 31,402 38,751

売上総利益 9,223 19,236

販売費及び一般管理費   

販売費 1,092 1,597

一般管理費 1,371 2,474

販売費及び一般管理費合計 2,463 4,072

営業利益 6,760 15,164

営業外収益   

受取利息 51 46

受取配当金 21 106

不動産賃貸料 77 69

持分法による投資利益 1,201 1,378

その他 248 433

営業外収益合計 1,599 2,035

営業外費用   

支払利息 28 26

設備賃貸費用 － 31

設備維持費用 116 －

その他 71 69

営業外費用合計 217 127

経常利益 8,142 17,072

特別利益   

固定資産売却益 1 3

固定資産受贈益 － 29

投資有価証券売却益 2 －

貸倒引当金戻入額 2 1

受取保険金 － 586

特別利益合計 6 620

特別損失   

固定資産除却損 95 219

減損損失 128 －

投資有価証券評価損 73 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 25 －

環境事業操業停止損失 119 244

その他 － 35

特別損失合計 441 499

税金等調整前四半期純利益 7,707 17,192
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（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) 

法人税、住民税及び事業税 1,787 6,426

法人税等調整額 1,017 △96

法人税等合計 2,805 6,329

少数株主損益調整前四半期純利益 － 10,862

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 29

四半期純利益 4,904 10,833

大平洋金属株式会社（5541）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

10



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 7,707 17,192

減価償却費 2,724 3,925

減損損失 128 －

のれん償却額 18 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 △1

受取利息及び受取配当金 △72 △152

持分法による投資損益（△は益） △1,201 △1,378

支払利息 28 26

投資有価証券評価損益（△は益） 73 0

固定資産受贈益 － △29

有形固定資産除却損 95 219

受取保険金 － △586

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20

売上債権の増減額（△は増加） △4,682 2,068

たな卸資産の増減額（△は増加） 261 △2,233

仕入債務の増減額（△は減少） 646 574

未払消費税等の増減額（△は減少） 104 210

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8 9

災害損失引当金の増減額（△は減少） △197 －

その他 △19 △41

小計 5,633 19,843

利息及び配当金の受取額 846 1,367

利息の支払額 △30 △16

保険金の受取額 － 586

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － △5,038

法人税等の支払額 △956 －

法人税等の還付額 955 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,447 16,741

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,161 △2,445

有形固定資産の売却による収入 2 67

投資有価証券の取得による支出 － △663

無形固定資産の取得による支出 △111 △61

定期預金の預入による支出 △3,000 △22,600

定期預金の払戻による収入 3,000 6,000

長期貸付金の回収による収入 4 3

その他 10 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,255 △19,688
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △191 △170

配当金の支払額 △1,984 △3,524

その他 △12 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,188 △3,771

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,013 △6,748

現金及び現金同等物の期首残高 23,204 25,155

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,190 18,406
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

 
ニッケル事業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高  

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高 39,290 1,336 40,626 ― 40,626

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高 1 131 133 (133) ―

計 39,292 1,467 40,760 (133) 40,626

営業利益 6,720 23 6,743 16 6,760

（注）１ 事業区分の方法 

事業の種類別セグメントは、ニッケル事業及びその他の事業としております。 

なお、不動産事業、ガス事業、電力卸供給事業、廃棄物リサイクル事業及びその他の事業について

は、「その他の事業」に一括して表示しております。 

事業区分及び表示方法の決定は、夫々の事業領域の特性を的確かつ簡潔に表現することを基本方針

としております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称等 

事業区分 主要製品等 

ニッケル事業 フェロニッケル、スラグ製品 

その他の事業 不動産、ガス類、電力の卸供給、廃棄物リサイクル事業 

 

【所在地別セグメント情報】 

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が 90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

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) 

 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 29,075 29,075

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ 40,626

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 71.6 71.6

(注)  １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 区分に属する地域の内訳 

  アジア：韓国、台湾、中国、インド 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
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【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 

当社の報告セグメントは、当社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。 

当社は、主にフェロニッケル製品を生産・販売しており、八戸本社に製品の生産体制の基礎となる製造

本部を置き、製品販売については八戸本社及び東京本店にまたがる営業部門を置き、国内外の包括的な販

売戦略を立案し、事業展開を行っております。 

従って、当社は、生産・販売体制を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「ニッケル事業」

を報告セグメントとしております。 

 

２ 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 

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) 

    (単位：百万円) 

 
報告セグメント

その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３ ニッケル事業

売上高  

  外部顧客への売上高 56,781 1,206 57,988 ─ 57,988

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

0 190 191 (191) ─

計 56,782 1,396 58,179 (191) 57,988

セグメント利益 15,034 120 15,154 10 15,164

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、ガス事

業、電力卸供給事業、廃棄物リサイクル事業であります。 

２ セグメント利益の調整額 10 百万円には、セグメント間取引消去 22 百万円、のれんの償却額△18

百万円、たな卸資産の調整額△０百万円及びその他の調整額６百万円が含まれております。 

３ 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。  
 

（６）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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４．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

   当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比（％） 

ニッケル事業 58,434 ─

その他 1,370 ─

合計 59,805 ─

 (注)  １ 金額は、販売価格により算出したものであります。 

２ セグメントをまたがる取引のための生産実績は、各セグメントに含めて表示しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 
 

② 販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比（％） 

ニッケル事業 56,782 ─

その他 1,396 ─

合計 58,179 ─

（注） １ セグメントをまたがる販売実績は、各セグメントに含めて表示しております。 

２ 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ります。 
 

相手先 
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

三菱商事株式会社 31,715 77.8 48,310 83.0

ラサ商事株式会社 6,321 15.5 6,906 11.9

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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