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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 83,943 △48.9 △42,115 ― △45,084 ― △52,580 ―

21年3月期第1四半期 164,345 ― 5,307 ― 6,717 ― 3,811 ―

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

22年3月期第1四半期 △58.17 ―

21年3月期第1四半期 4.21 ―

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

22年3月期第1四半期 687,230 217,874 30.9 235.00
21年3月期 722,270 260,640 35.3 282.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  212,409百万円 21年3月期  255,107百万円

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  

（注）２１年３月期期末配当金の内訳 記念配当 ２円００銭 
２２年３月期の期末配当につきましては、今後の業績動向が極めて不透明なため、現時点で未定であります。配当予想額の開示が可能となり次第、速や
かに開示いたします。 

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

21年3月期 ― 4.00 ― 3.00 7.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

190,000 △46.5 △55,000 ― △62,000 ― △69,000 ― △76.34

通期 420,000 △32.0 △55,000 ― △62,000 ― △69,000 ― △76.34
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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、５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） 

(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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、主要市場（日本、アジア市
場等）の経済状況及び製品需給の急激な変動、原燃料価格の大幅な変動、為替相場の大幅な変動、資本市場における相場の大幅な変動などにより大き
く異なることがあります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 994,500,174株 21年3月期  994,500,174株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  90,632,829株 21年3月期  90,615,998株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 903,872,452株 21年3月期第1四半期 905,845,025株
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〔参考〕平成 22年 3月期の個別業績予想（平成 21年 4月 1日～平成 22年 3月 31 日）  
（％表示は、通期は対前期、第 2四半期は対前年同四半期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 
第２四半期累計期間 

通       期 

百万円 % 

140,000 △50.0 

320,000 △32.9 

百万円  % 

△55,000  － 

△55,000  － 

百万円  % 

△60,000  － 

△60,000  － 

百万円  % 

△67,000  － 

△67,000  － 

円 銭 

△73.99 

△73.99  

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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【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

　　　当第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、昨年後半からの景気減退が一層進

　　み、個人消費や企業の設備投資も低迷するなど、厳しい状況が続きました。

　　　鉄鋼業界におきましては、鉄鉱石や石炭などの原料価格は値下がりしたものの旧年度価格の契約残があり、また、

　　需要分野の活動水準は総じて低調に推移し、建材分野での需要の更なる落ち込みなど、深刻な状況となりました。

　　　当社グループはこのような厳しい環境のもと、お客様の活動水準に応じた生産に徹するとともに、急激な環境変化

　　に対応すべく、緊急的な施策も含めた合理化・総コスト削減活動を推進してまいりました。また、昨年後半から実施

　　した急激な減産による低水準の設備稼働に伴うコスト増の徹底した抑制に努めるとともに、今後の展開に備えるべ

　　く、増加した棚卸資産の適正化を図ってまいりました。

　　　しかしながら、大幅な減産による収益への影響は避けられず、在庫評価損も増加したことから、当第１四半期連結

　　累計期間の連結業績につきましては、売上高839億43百万円（前年同四半期比804億1百万円減収）、営業損失421億15

　　百万円（同474億23百万円減益）、経常損失450億84百万円（同518億1百万円減益）、四半期純損失525億80百万円

    （同563億91百万円減益）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、たな卸資産の減少（△303億円）、受取手形及び売掛金の減少（△119億

　　円）、保有株式の含み益増加等による投資有価証券の増加（142億円）等があり、前連結会計年度末（平成21年３月

　　末）より350億円減少し、6,872億円となりました。　

　　　負債は、有利子負債の増加（232億円）、支払手形及び買掛金の減少（△152億円）等により、前連結会計年度末よ

　　り77億円増加し、4,693億円となりました。　　

　　　純資産は、当第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）の四半期純損失（△525億

　　円）、その他有価証券評価差額金の増加（105億円）等があり、前連結会計年度末より427億円減少し、2,178億円と

　　なりました。　　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　　今後の鉄鋼需要は、国内の需要分野の活動水準や輸出マーケットが緩やかに回復していくことが見込まれますが、

　　建材をはじめ先行き不透明感の強い分野も多く、予断を許さない状況が続くと考えられます。

　　　当社グループは、現下の厳しい経営環境のもと、収益の改善に向け合理化に全力で取り組むとともに、収益性の

　　高い商品の拡販を図ってまいります。また、新たに設置した「マーケット開発部」や「F-Tech. Plaza」を柱に、

　　お客様とともにマーケットを開拓する活動を一層強化してまいります。

　　　以上の経営環境に鑑みて、平成21年４月28日に公表した業績予想を修正いたしました。
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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）

該当事項はありません。

　　(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

・簡便な会計処理

　（固定資産の減価償却費の算定方法）

　固定資産の半年ごとの取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく当

第１四半期連結累計期間への帰属額を計上しております。

・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　（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。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　　(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

　　該当事項はありません。

　　(4)追加情報

　（課徴金等引当金）

　当社が平成21年６月24日に、公正取引委員会より、溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯（塗装品及び非塗装品を含む）

についての独占禁止法違反に係る課徴金納付命令書（案）を受領したことに伴い、当第１四半期連結会計期間にお

いて、課徴金等による損失に備えた引当金を計上しております。なお、このうち建材製品製造業者向け塗装溶融亜

鉛めっき鋼板及び鋼帯等の取引に係る課徴金納付命令書（案）の内容については、当社の認識と一部齟齬があり、

平成21年７月７日付で、公正取引委員会に対し意見書を提出致しました。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 39,917 39,631

受取手形及び売掛金 45,060 57,037

たな卸資産 147,192 177,556

その他 21,911 22,249

貸倒引当金 △466 △483

流動資産合計 253,615 295,991

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 78,242 78,721

機械装置及び運搬具（純額） 116,695 119,873

その他（純額） 68,254 66,387

有形固定資産合計 263,192 264,982

無形固定資産 10,038 10,214

投資その他の資産   

投資有価証券 119,344 105,057

その他 41,687 46,633

貸倒引当金 △647 △609

投資その他の資産合計 160,384 151,081

固定資産合計 433,614 426,278

資産合計 687,230 722,270

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 70,322 85,612

短期借入金 60,312 67,516

コマーシャル・ペーパー 33,000 33,000

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

引当金 5,761 170

その他 34,101 40,914

流動負債合計 213,498 237,213

固定負債   

社債 70,000 50,000

長期借入金 136,271 125,777

退職給付引当金 34,106 33,707

特別修繕引当金 11,310 11,178

その他の引当金 748 921

その他 3,420 2,830

固定負債合計 255,857 224,416

負債合計 469,355 461,629
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 79,913 79,913

資本剰余金 49,893 49,893

利益剰余金 93,840 151,118

自己株式 △26,425 △26,422

株主資本合計 197,221 254,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,743 4,145

繰延ヘッジ損益 184 696

土地再評価差額金 231 231

為替換算調整勘定 29 △4,468

評価・換算差額等合計 15,187 605

少数株主持分 5,465 5,533

純資産合計 217,874 260,640

負債純資産合計 687,230 722,270
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 164,345 83,943

売上原価 145,879 116,182

売上総利益又は売上総損失（△） 18,466 △32,238

販売費及び一般管理費 13,158 9,876

営業利益又は営業損失（△） 5,307 △42,115

営業外収益   

受取利息 114 104

受取配当金 1,947 573

為替差益 908 －

持分法による投資利益 665 －

その他 316 487

営業外収益合計 3,952 1,165

営業外費用   

支払利息 722 973

持分法による投資損失 － 1,141

出向者労務費差額負担 1,027 578

為替差損 － 379

その他 793 1,059

営業外費用合計 2,542 4,134

経常利益又は経常損失（△） 6,717 △45,084

特別損失   

固定資産除売却損 105 132

関係会社株式売却損 － 1,780

課徴金等引当金繰入額 － 5,590

特別損失合計 105 7,503

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（△）

6,612 △52,587

法人税等 2,673 42

少数株主利益又は少数株主損失（△） 126 △50

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,811 △52,580
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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)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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