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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 80,115 ― 3,389 ― 2,822 ― △486 ―

20年3月期第2四半期 100,282 37.3 10,756 118.8 10,410 126.7 6,151 371.3

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

21年3月期第2四半期 △2.89 ―

20年3月期第2四半期 35.74 ―

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

21年3月期第2四半期 120,409 36,524 30.3 217.32
20年3月期 131,569 38,585 29.3 229.57

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  36,524百万円 20年3月期  38,585百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 125,000 △34.1 △2,500 ― △3,500 ― 1,900 △68.3 11.30

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

〔（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕  

(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（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もの） 

〔（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 
  針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ・業績予想は、現時点での将来に関する前提、見通し等に基づく予測が含まれており、今後発生する様々な要因によって異なる結果になる可能性があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  177,215,809株 20年3月期  177,215,809株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  9,146,050株 20年3月期  9,138,110株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  168,074,421株 20年3月期第2四半期  172,087,971株
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米国発の金融危機を背景とした世界的な実体経済の悪化懸念が高まる中、当第２四半期末を迎えました

が、当第２四半期連結累計期間（以下、当第２四半期）における当社グループの連結経営成績の概要は以

下の通りです。 

  

（１）売上高 

原料価格スライド制の浸透により、製品販売価格は原料価格、特に当社グループではニッケル価格の動

向に大きな影響を受けますが、ニッケル価格の前年同期間比４３％程度もの下落は、製品販売価格を２

０％程度引き下げることとなりました。 

 この結果、当第２四半期の連結売上高は８０１億円と前年同期間比２０１億円の減収となりました。 

  

（２）営業利益・経常利益 

前年同期間においては、ニッケル価格がピークにあたり、繰越安価棚卸資産による利益押し上げ効果

（在庫評価益）を４６億円計上致しましたが、当第２四半期においては、ニッケル価格の大幅な下落に伴

い、在庫評価損の計上（△１０億円）を余儀なくされました。 

 又、上記売上高の減少及び原油価格等の高騰を主因とした諸関連コスト（電力・物流等）アップによ

り、営業利益は前年同期間比７３億円の減益となる３３億円、経常利益は同７５億円減益の２８億円とな

りました。 

  

（３）四半期純利益 

当第２四半期においては、当連結会計年度より、棚卸資産の評価基準について「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」が適用されることとなり、前連結会計年度末における棚卸資産を期首にて変更後の評価基準

により評価し、評価損として２７億円、又、当第２四半期末における当社保有の投資有価証券時価評価に

よる評価損として６億円をそれぞれ特別損失にて計上しています。 

 この結果、税金等調整前四半期純利益は、△６億円（損失）と前年同期間比１０９億円の減益となりま

したが、法人税等の調整により四半期純利益は、前年同期間比６６億円減益の△４億円（損失）となりま

した。 

  

  

（１）資産 

 総資産は、前連結会計年度末に比べて１１１億円減少し、１，２０４億円となりました。 

 増減の内訳については以下の通りです。 

 ①流動資産 

  受取手形及び売掛金が売上高の減少に伴い３８億円減少し、棚卸資産については、変更後の評価 

  基準による評価減及び原料価格下落に伴い５７億円減少した結果、流動資産は前連結会計年度末 

  に比べて９７億円減少し、６２９億円となりました。 

 ②固定資産 

  有形固定資産については、溶融還元炉等の設備投資を２８億円実施し、減価償却費を２３億円計 

  上した結果、前連結会計年度末に比べて４億円増加し、４６１億円となりました。 

  又、投資その他の資産については、株価下落に伴なう投資有価証券の時価評価差額金（評価減） 

  等により、同１８億円減少し１１１億円となりました。 

  この結果、固定資産は前連結会計年度末に比べて１３億円減少し、５７４億円となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

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
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（２）負債 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べて９０億円減少し、８３８億円となりました。 

 増減の内訳については以下の通りです。 

 ①流動負債 

  支払手形及び買掛金が売上減少に伴なう購入量の抑制並びに原料価格の下落により１６億円、 

  短期借入金及び社債（有利子負債）が償還等により２０億円、未払法人税等が減益により１８ 

  億円、その他（未払金等）が２７億円それぞれ減少し、流動負債は前連結会計年度末に比べて 

  ８３億円減少し、５３９億円となりました。 

 ②固定負債 

  投資有価証券の時価評価差額金の評価減に伴ない、その他（繰延税金負債等）が７億円減少し、 

  固定負債は前連結会計年度末に比べて同額減少の２９９億円となりました。 

  

（３）純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて２０億円減少し、３６５億円となりましたが、総資産を同 

 １１１億円圧縮していますので、自己資本比率は、同１．０％アップの３０．３％となりました。 

 純資産の増減の内訳については以下の通りです。 

 ①株主資本 

  利益剰余金で１１億円減少していますが、当第２四半期の純利益が△４億円（損失）となったこ 

  と、及び前連結会計年度における期末配当金支払いの６億円によるものです。 

  この結果、株主資本合計は、前連結会計年度末に比べて１１億円減少し、３５７億円となりまし 

  た。 

 ②評価・換算差額等 

  株価下落に伴ない、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末に比べて７億円減少したこと 

  により、評価・換算差額等は７億円となりました。 

  

米国発の金融危機を背景とした世界的な実体経済の停滞は、長期化の様相を呈してきています。このよ

うな予想を遥かに超える環境変化は、輸出向けを中心にステンレス市況を直撃しております。また、ステ

ンレス鋼の主原料であるニッケルの価格は、足元では更に急落し、第３四半期以降につきましても客先に

よるステンレス製品の買い控え現象の継続、棚卸資産評価による在庫評価損の計上は避けられない状況と

なってきています。 

 上記の状況に鑑みまして、平成２１年３月期（通期）の業績予想を修正するものであります。 

 なお、修正後の本業績予想には、平成２０年４月３０日に発表致しております旧相模原事業所跡地の固

定資産売却益（１１８億円）を当初予想通り、第４四半期にて特別利益に織り込んでおります。 

 かかる経営を取り巻く急激な環境変化の状況下ではありますが、当社では、今年度よりスタートしてい

る「中期経営計画２０１０」（三ヵ年計画）に掲げております基本的な方針の実行を継続し、コアシリー

ズ商品の拡販のため販売部門をさらに強化するとともに、基盤強化のために役員報酬の削減、減産下での

収益構造の構築、キャッシュ・フロー重視の経営徹底を進めます。尚、現在計画中の製鋼投資を含む設備

投資は予定通り実行する計画です。 

 本業績予想に関しまして、今後大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

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。 

  

   繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

    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おります。 

  

  ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年 

   ３月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業 

   会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計 

   期間から適用しております。 

   また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  ② 当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会  

   平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用しており、評価基準については、原価法から 

   原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

    この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間における営業利益 

   及び経常利益が、期首における棚卸資産の評価差損により2,761百万円増加し、期末における 

   棚卸資産の評価差損により444百万円減少しておりますが、期首における評価差損については、 

   同金額を特別損失に計上しているため、税金等調整前四半期純損失については444百万円増加 

   しております。 

  

  ③ 当連結会計年度より、為替変動リスクの管理活動を財務諸表に適切に反映し、財政状態及び 

   経営成績をより適正に表示するため、外貨建予定取引に係る為替予約取引についてヘッジ会 

   計を適用し繰延ヘッジ処理をしております。 

    これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

     

     

  ④ 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月 

   17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準 

   の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会 

   計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファ 

   イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常 

   の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

    また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして 

   算定する方法によっております。 

    なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について 

   は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

    これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 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

(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
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5. 【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２四半期連結会計期間末 
(平成20年9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20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,346 3,602 

受取手形及び売掛金 14,981 18,820 

商品及び製品 7,982 9,750 

仕掛品 12,561 12,961 

原材料及び貯蔵品 16,921 20,472 

その他 7,169 7,154 

貸倒引当金 △26 △32 

流動資産合計 62,936 72,729 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 14,639 14,249 

機械装置及び運搬具（純額） 24,402 23,275 

土地 6,017 6,017 

その他（純額） 1,129 2,187 

有形固定資産合計 46,189 45,730 

無形固定資産 182 183 

投資その他の資産 

投資有価証券 9,624 11,595 

その他 1,497 1,350 

貸倒引当金 △19 △18 

投資その他の資産合計 11,102 12,926 

固定資産合計 57,473 58,840 

資産合計 120,409 131,569 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 21,644 23,283 

短期借入金 17,922 18,883 

未払法人税等 1,139 3,023 

賞与引当金 957 921 

1年内償還予定の社債 1,260 2,360 

その他 11,043 13,826 

流動負債合計 53,968 62,297 

固定負債 

社債 14,510 12,140 

長期借入金 11,819 14,104 

退職給付引当金 3,560 3,645 

その他 28 796 

固定負債合計 29,917 30,685 

負債合計 83,885 92,983 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年9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20年3月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,982 12,982 

資本剰余金 7,256 7,256 

利益剰余金 18,324 19,483 

自己株式 △2,767 △2,765 

株主資本合計 35,796 36,957 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 835 1,630 

繰延ヘッジ損益 △2 44 

為替換算調整勘定 △105 △46 

評価・換算差額等合計 727 1,628 

純資産合計 36,524 38,585 

負債純資産合計 120,409 131,569 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 80,115 

売上原価 72,601 

売上総利益 7,514 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 1,276 

給料及び賞与 578 

賞与引当金繰入額 352 

退職給付引当金繰入額 134 

その他 1,783 

販売費及び一般管理費合計 4,124 

営業利益 3,389 

営業外収益 

受取利息 3 

受取配当金 114 

持分法による投資利益 46 

その他 135 

営業外収益合計 300 

営業外費用 

支払利息 434 

その他 434 

営業外費用合計 868 

経常利益 2,822 

特別利益 － 

特別損失 

固定資産除却損 61 

たな卸資産評価損 2,761 

投資有価証券評価損 655 

特別損失合計 3,478 

税金等調整前四半期純損失（△） △656 

法人税、住民税及び事業税 1,083 

法人税等調整額 △1,254 

法人税等合計 △170 

四半期純損失（△） △486 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年 4月 1日 
至 平成20年 9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損失（△） △656 

減価償却費 2,327 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △328 

賞与引当金の増減額（△は減少） 36 

受取利息及び受取配当金 △118 

支払利息 434 

有形固定資産除却損 61 

たな卸資産評価損 2,761 

投資有価証券評価損益（△は益） 655 

持分法による投資損益（△は益） △46 

売上債権の増減額（△は増加） 3,909 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,960 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,860 

その他 1,519 

小計 11,651 

利息及び配当金の受取額 142 

利息の支払額 △452 

法人税等の支払額 △2,911 

環境対策集中実施費用支払額 △545 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,884 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △6 

投資有価証券の売却による収入 10 

有形固定資産の取得による支出 △3,531 

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △1,912 

その他 △21 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,461 

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） △941 

長期借入金の返済による支出 △2,304 

社債の償還による支出 △1,730 

社債の発行による収入 2,953 

自己株式の取得による支出 △2 

配当金の支払額 △669 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,693 

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △256 

現金及び現金同等物の期首残高 3,602 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,346 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 
  該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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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「参考」

前中間連結損益計算書

（単位：百万円）

区        分

前中間連結会計期間

自 19.４.１

至 19.９.30

売上高 100,282

売上原価 85,210

売上総利益 15,072

販売費及び一般管理費 4,316

営業利益 10,756

営業外収益 442

（受取利息及び配当金） （ 95）

（その他の営業外収益） （ 347）

営業外費用 788

（支払利息） （ 559）

（その他の営業外費用） （ 229）

経常利益 10,410

特別利益 150

（前期損益修正益） （ 150）

特別損失 235

（固定資産除却損） （ 56）

（環境対策集中実施費用） （ 179）

税金等調整前中間（当期）純利益 10,324

法人税、住民税及び事業税 4,166

法人税等調整額 7

中間(当期)純利益 6,151
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

区        分

前中間連結会計期間

自 19.４.１

至 19.９.30

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益 10,324

減価償却費 2,273

貸倒引当金の増加額又は減少額(△) △12

退職給付引当金の減少額 △565

賞与引当金の減少額(△)又は増加額 29

受取利息及び受取配当金 △106

支払利息 559

環境対策集中実施費用 179

有形固定資産除却損 56

前期損益修正益 △150

持分法による投資利益 △196

売上債権の増加額(△)又は減少額 6,947

棚卸資産の増加額(△)又は減少額 △17,722

仕入債務の増加額又は減少額（△） △1,835

未払消費税等の増加額又は減少額(△) 231

その他 872

小      計 886

利息及び配当金の受取額 119

利息の支払額 △572

法人税等の支払額 △3,440

環境対策集中実施費用支払額 △117

子会社事業整理による収入 62

衣浦への事業集約費用支払額 △8

システム移行費用支払額 △68

子会社事業集約費用支払額 △273

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,412
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区        分

前中間連結会計期間

自 19.４.１

至 19.９.30

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1,706

有形固定資産の取得による支出 △2,393

有形固定資産の売却による収入 46

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △947

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,001

Ⅲ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（減少：△） 6,943

長期借入金の返済による支出 △1,029

社債償還による支出 △200

自己株式取得・処分による純支出 △7

配当金の支払額 △598

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,108

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 5

Ⅴ現金及び現金同等物の減少額（△）又は増加額 △3,300

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 6,109

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期(当期)末残高 2,809
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