
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 新日本製鐵株式會社 上場取引所 東 大 名 札 福 

コード番号 5401 URL http://www.nsc.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 宗岡 正二

問合せ先責任者 （役職名） 広報センター所長 （氏名） 丸川 裕之 TEL 03-6867-2130
四半期報告書提出予定日 平成21年11月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）前期より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき財務情報を作成しているため、前年第２四半期の対前年同四半期増減率は記載していな
い。 

(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2四半期 1,573,338 △39.5 △71,414 ― △86,957 ― △71,840 ―

21年3月期第2四半期 2,602,181 ― 248,413 ― 262,239 ― 161,677 ―

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2四半期 △11.42 ―

21年3月期第2四半期 25.69 24.43

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2四半期 4,879,940 2,196,263 35.0 271.41
21年3月期 4,870,680 2,174,809 34.3 265.24

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,707,369百万円 21年3月期  1,668,682百万円

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  無  

（注）平成22年３月期の期末の配当については、先行きの業績見通し等を踏まえて判断することとしているため、未定である。なお、期末の配当（方針）につ
いては平成22年３月期第３四半期決算発表時に判断し、公表する予定である。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 5.00 ― 1.00 6.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 3,500,000 △26.6 40,000 △88.3 20,000 △94.1 0 △100.0 0.00
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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、７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 

本資料に記載された予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要
因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
なお、業績予想の前提条件その他関連する事項については、添付資料の５ページを参照して下さい。 

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） 22年3月期第2四半期 6,806,980,977株 21年3月期  6,806,980,977株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  516,132,743株 21年3月期  516,602,427株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 6,290,701,868株 21年3月期第2四半期 6,292,995,446株
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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２四半期の概況） 

  世界経済は、各国政府の景気対策の効果もあり、アジアを中心に景気回復の動きは見られるものの、米

欧をはじめとした先進諸国で雇用情勢の悪化が続く等、深刻な状況が続いてきました。 

  日本経済も、鉱工業生産指数や輸出数量指数の復調や４～６月の国内実質ＧＤＰ成長率が５四半期ぶり

の増加となる等の動きが見られるものの、民需による自律的な景気回復には至っておらず、企業は過剰と

なった設備や雇用の調整を余儀なくされる等、依然厳しい状況が続きました。 

  このような環境のもと、当社グループは、製鉄、エンジニアリング、都市開発、化学、新素材、システ

ムソリューションの６事業分野において、グループ各社が自立的に対処しながら収益確保に懸命に取り組

んでまいりましたが、前年度下半期以降の製鉄事業を中心とした需要低迷の影響は大きく、対前年同期で

大幅な減収・減益となりました。 

 

（当第２四半期の事業分野別の業績概況） 

各事業分野別の業績の概況は以下のとおりです。 

（単位 億円） 

 

  ※第２四半期：４月１日～９月 30 日の６ヶ月累計 

 

 ＜製鉄事業＞ 

    製鉄事業につきましては、国内鉄鋼マーケットにおいて、建設分野の需要低迷に加え、企業の設備投資

抑制に伴う建産機分野等の需要低迷が続きましたが、自動車、電機をはじめとする製造業分野は、在庫調

整の進展や政府の景気対策の効果等により活動水準が持ち直してきており、総じて鉄鋼需要は緩やかなが

ら回復してきたところです。 

また、海外鉄鋼マーケットにおいては、政府による積極的な景気対策の効果が現れ出した中国をはじめ

とするアジアの需要回復に牽引され、当第２四半期以降、鉄鋼需要は好調に推移しました。 

しかしながら、上半期の全国粗鋼生産量は、前年度下半期以降の世界的な景気後退の影響により大幅な

減産を余儀なくされた第１四半期の影響が大きく、4,333 万トンと年度半期としては昭和 44 年度上半期

の 4,097 万トン以来の低水準となりました。     

 売上高 営業損益 

 当第２四半期 前第２四半期 当第２四半期 前第２四半期 

製鉄事業 12,595 22,337 △932 2,296 

エンジニアリング事業 1,548 1,687 119 59 

都市開発事業 438 255 29 22 

化学事業 865 1,369 53 80 

新素材事業           291 358 △2 2 

システムソリューション事業   698 764 40 43 

計 16,437 26,773 △693 2,505 

消去又は全社 (703) (751) (20) (21) 

連結 15,733 26,021 △714 2,484 
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当社も第２四半期以降、国内及び海外の鉄鋼需要の回復を受け、稼働を延期していた大分製鐵所第１高

炉の操業を本年８月より再開する等、生産・出荷水準を引き上げてきましたが、上半期の鋼材出荷量は、

前年度下半期を下回る水準にとどまりました。 

これに対し当社としては、鉄鉱石・原料炭価格の引き下げに加え、安価原料の使用拡大や低生産下での

コストミニマム操業の追求、固定費の徹底した削減等、 大限のコスト改善を実施致しましたが、前年度

下半期以降の市況品分野を中心とする鉄鋼マーケット環境の悪化や前年度に契約した高価格原料の入荷及

び在庫評価差等の影響のほか、君津製鐵所第３高炉のトラブルの影響等も加わり、売上高・営業損益は対

前年同期で減収・減益となりました。 

   

 ＜エンジニアリング事業＞ 

新日鉄エンジニアリング㈱は、製鉄プラント、環境ソリューション、海洋・エネルギー（パイプライン

を含む）、建築・鋼構造の各事業分野で、独自性を発揮できるマーケットを絞り込み、重点営業を展開し

ていますが、景気低迷に伴う案件の中止・延期等の影響が顕著で、国内外とも厳しい受注環境が続いてい

ます。しかしながら、過去の受注プロジェクトの万全なリスク管理と収益改善努力に注力したこと等によ

り、対前年同期で売上高は減収ながら営業損益は増益となりました。 

 

 ＜都市開発事業＞ 

㈱新日鉄都市開発は、マンション分譲市場において、経済･雇用情勢の悪化に伴う顧客の購買意欲の減退

により契約率が一部の都心物件を除き低水準で推移していることや、ビル賃貸市場において、企業のオフ

ィス需要の減退により空室率が上昇し賃料水準が下落傾向にある等、厳しい事業環境に置かれています。

しかしながら、マンション分譲で都心大型物件の引渡しが順調に推移したこと等により、売上高・営業損

益は対前年同期で増収・増益となりました。 

 

 ＜化学事業＞ 

  新日鐵化学㈱は、携帯電話市場における在庫調整の進展及び高機能機種向けを中心とした旺盛な需要に

支えられ、回路基板用材料の販売が増加し、ディスプレイ材料についても薄型テレビ向けが堅調に推移す

る等、電子材料事業の業績が回復基調にあります。しかしながら、電極向けピッチコークスをはじめとす

るコールケミカル事業は、国内需要が依然低迷する等、厳しい状況が続いており、売上高・営業損益は対

前年同期で減収・減益となりました。 

 

 ＜新素材事業＞ 

新日鉄マテリアルズ㈱は、前年度下半期以降、大幅な需要減退に見舞われましたが、第２四半期以降、

主力事業である半導体・電子材料分野の需要に回復の兆しが見られ、これまで取り組んできたコスト削等

の収益改善活動の成果もあり、業績は回復基調にあります。しかしながら、需要回復の足取りは緩やかで
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あるため、売上高・営業損益は対前年同期で減収・減益となりました。 

 

 ＜システムソリューション事業＞ 

新日鉄ソリューションズ㈱は、クラウド・コンピューティング（注）技術を用いた先進的なソリューシ

ョン・サービスへの取組みを強化しており、顧客企業と共同で評価・検証を行う実証検証センターを開設

しました。また、金融機関向けのリテール分析特化ソリューションの開発・提供を開始したほか、他社と

共同で製造業向けを中心とした業務改革からＩＴシステム構築・定着までの一貫サービスの提供を開始し

ました。顧客企業のシステム投資が依然として抑制傾向にあるなか、受注力の強化をはじめ事業競争力の

強化に努めてまいりましたが、売上高・営業損益は対前年同期で減収・減益となりました。 

(注) インターネットを基本にした新しいコンピュータの利用形態。ユーザーはコンピュータ資源をインターネット経由

でサービスとして利用できる。 
 

（売上・収益） 

当第２四半期の連結業績（累計）につきましては、売上高は１兆 5,733 億円と前年同期に比べ１兆 288

億円の減収となり、営業損益は対前年同期 3,198 億円減の△714 億円、経常損益は対前年同期 3,491 億円

減の△869 億円、四半期純損益は対前年同期 2,335 億円減の△718 億円となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の連結総資産は、売上債権の減少（999 億円）、たな卸資産の減少（1,129 億円）等の

流動資産の減少があるものの、有形固定資産の増加（617 億円）、投資有価証券の含み益の増加を含む投

資その他の資産の増加（1,497 億円）等があったことにより、平成 21 年３月末（４兆 8,706 億円）とほ

ぼ同水準の４兆 8,799 億円となりました。 

 負債につきましては、有利子負債が１兆 4,677 億円と平成 21 年３月末（１兆 4,542 億円）から 135 億

円増加した一方で、仕入債務の減少（677 億円）があったこと等により、平成 21 年３月末（２兆 6,958

億円）から 121 億円減少し、２兆 6,836 億円となりました。 

 純資産につきましては、四半期純損益の△718 億円、前期末の配当（１円/株、63 億円）がある一方、

その他有価証券評価差額金の増加（770 億円）、為替換算調整勘定の増加（421 億円）等があり、平成 21

年３月末（２兆 1,748 億円）から 214 億円増加し、２兆 1,962 億円となりました。なお、当第２四半期末

の自己資本は１兆 7,073 億円となり、有利子負債自己資本比率（Ｄ/Ｅレシオ）は 0.86 となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

（平成 22 年３月期の見通し） 

世界経済は、各国政府による景気対策や金融緩和の効果もあり、景気回復の動きは見られるものの、景
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気対策の効果一巡や、雇用情勢の悪化等、景気を下押しするリスクが存在しており、先行き不透明感が高

まっています。 

日本経済も、景気は回復傾向にあるものの、景気対策の効果一巡や円高進行等の懸念があり、先行きへ

の警戒感が高まっています。 

こうしたなか、第３四半期の鉄鋼マーケットは、国内においては、自動車・電機をはじめとする製造業

分野で、在庫調整の進展や景気対策の効果等による活動水準の回復から需要増が見込まれ、海外において

も、中国・インド等のアジア各国を中心に需要が堅調に推移する見通しです。 

しかしながら、第４四半期以降については、国内においては、政府の補正予算の執行状況や景気対策の

効果一巡後の反動影響等の不確定要素があることに加えて、建設分野の需要低迷が長期化することも懸念

されます。また、海外においても、アジアの需要回復が景気対策によるところが大きく、その効果一巡後

の見通しが不透明であることや、需要を牽引している中国では既に高水準の鉄鋼生産が続いているうえに

足下のアジアの鉄鋼メーカーの生産能力増強も加わり、供給過剰も懸念されます。 

当社と致しましては、以上のような第４四半期以降の鉄鋼マーケットの状況を踏まえ、引き続き需要動

向を慎重に見極めながら実需に見合った生産に徹する所存です。 

当期の業績見通しにつきましては、世界的な景気低迷を受けた生産・出荷数量の減少や販売価格構成の

悪化のほか、前年度に契約した高価格原料の入荷及び在庫評価差等の一過性の影響等も加わり、対前期で

大幅な減収・減益となり、経常利益は 200 億円となる見通しです。 

 

 (利益配分に関する基本方針) 

当社は、各期の連結業績に応じた利益の配分を基本として、企業価値向上に向けた投資等に必要な資金

所要及び先行きの業績見通し等を勘案するとともに、さらなる財務体質の強化を図りつつ、剰余金の配当

を実施する方針としております。連結業績に応じた利益配分の指標としては、連結配当性向 20%程度（単

独配当性向 30%程度）を基準と致しますが、当面は財務体質改善が 優先課題であることから、連結配当

性向 15～20%程度（単独配当性向 20～30%程度）と、基準に比べ、やや抑制した水準を目安とさせていた

だくこととし、その範囲内で、第２四半期末（中間期末）及び期末の剰余金の配当を実施することと致し

ております。なお、第２四半期末（中間期末）の剰余金の配当は、年度配当方針並びに上半期業績及び年

度業績見通しを踏まえて判断することと致しております。 

 

（当第２四半期末（中間期末）の剰余金の配当) 

当第２四半期末（中間期末）の剰余金の配当につきましては、上記方針に従い、上半期の連結当期利益

が赤字となったこと及び年度業績見通しの状況を踏まえ、誠に遺憾ではありますが、その実施を見送るこ

ととさせていただきます。 

なお、期末の配当（方針）につきましては、第３四半期決算発表時に判断し、公表させていただくこと

と致します。 
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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 

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

      税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整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 

  ①会計基準等の改正に伴う変更 

    請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額 10 億円以上かつ工期 12 ヶ月超の工事に

ついては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約

から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用

しております。 

    この変更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。 

②①以外の変更 

該当事項はありません。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 89,169 124,007

受取手形及び売掛金 371,771 471,745

たな卸資産 908,546 1,021,543

その他 291,173 268,702

貸倒引当金 △3,101 △5,442

流動資産合計 1,657,559 1,880,556

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 949,447 894,535

その他（純額） 932,129 925,295

有形固定資産合計 1,881,577 1,819,830

無形固定資産 40,782 20,050

投資その他の資産   

投資有価証券 1,132,350 957,392

その他 172,984 198,400

貸倒引当金 △5,314 △5,549

投資その他の資産合計 1,300,020 1,150,243

固定資産合計 3,222,380 2,990,124

資産合計 4,879,940 4,870,680

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 408,865 476,571

短期借入金 373,293 342,545

コマーシャル・ペーパー 63,000 148,000

1年内償還予定の社債 23,250 43,250

未払法人税等 19,011 43,473

引当金 3,481 4,666

その他 514,062 467,848

流動負債合計 1,404,963 1,526,354

固定負債   

社債 364,955 324,967

長期借入金 633,017 585,446

退職給付引当金 141,477 136,380

その他の引当金 33,589 41,413

その他 105,674 81,308

固定負債合計 1,278,713 1,169,517

負債合計 2,683,677 2,695,871

　　　　　　　　　 新日本製鐵㈱（5401） 
平成22年３月期第２四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 419,524 419,524

資本剰余金 114,347 114,333

利益剰余金 1,380,343 1,458,622

自己株式 △261,865 △262,152

株主資本合計 1,652,350 1,730,328

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,689 22,665

繰延ヘッジ損益 △3,689 △1,149

土地再評価差額金 11,181 11,187

為替換算調整勘定 △52,162 △94,348

評価・換算差額等合計 55,018 △61,645

少数株主持分 488,894 506,126

純資産合計 2,196,263 2,174,809

負債純資産合計 4,879,940 4,870,680

　　　　　　　　　 新日本製鐵㈱（5401） 
平成22年３月期第２四半期決算短信
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,602,181 1,573,338

売上原価 2,182,261 1,501,555

売上総利益 419,919 71,783

販売費及び一般管理費 171,506 143,198

営業利益又は営業損失（△） 248,413 △71,414

営業外収益   

受取利息及び配当金 13,279 8,232

持分法による投資利益 34,626 10,986

その他 24,567 16,730

営業外収益合計 72,473 35,949

営業外費用   

支払利息 9,297 10,376

その他 49,349 41,116

営業外費用合計 58,647 51,492

経常利益又は経常損失（△） 262,239 △86,957

特別利益   

固定資産売却益 10,337 －

特別利益合計 10,337 －

特別損失   

課徴金等 － 6,400

特別損失合計 － 6,400

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（△）

272,577 △93,357

法人税等 99,742 △21,171

少数株主利益又は少数株主損失（△） 11,156 △346

四半期純利益又は四半期純損失（△） 161,677 △71,840

　　　　　　　　　 新日本製鐵㈱（5401） 
平成22年３月期第２四半期決算短信
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新日本製鐵㈱ (5401)
平成22年３月期第２四半期決算短信

(３).継続企業の前提に関する注記

　　該当事項なし

(４).セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

(単位 百万円)

製鉄事業
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事業
都市開発

事業
化学事業 新素材事業

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
事業

計
消去又
は全社

連結

   売上高 2,233,762 168,738 25,515 136,969 35,888 76,444 2,677,318 (75,136) 2,602,181

   営業利益 229,637 5,991 2,255 8,040 279 4,374 250,580 (2,166) 248,413

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）

(単位 百万円)

製鉄事業
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事業
都市開発

事業
化学事業 新素材事業

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
事業

計
消去又
は全社

連結

   売上高 1,259,518 154,805 43,846 86,584 29,128 69,851 1,643,735 (70,396) 1,573,338

   営業利益又は営業損失（△） △93,270 11,911 2,938 5,321 △287 4,050 △69,335 (2,078) △71,414

(５).株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　該当事項なし
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