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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 441,486 △28.5 △43,228 ― △53,774 ― △61,716 ―

21年3月期 617,399 △4.9 △7,316 ― △12,382 ― △25,483 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △68.28 ― △27.2 △7.7 △9.8

21年3月期 △28.15 ― △8.3 △1.6 △1.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △664百万円 21年3月期  1,093百万円

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 670,350 205,301 29.7 220.56
21年3月期 722,270 260,640 35.3 282.23

（参考） 自己資本   22年3月期  199,346百万円 21年3月期  255,107百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 25,757 △29,986 7,396 41,759
21年3月期 25,809 △62,251 58,534 39,626

2.  配当の状況 

（注）２１年３月期期末配当金の内訳 記念配当 ２円００銭 
２３年３月期の配当につきましては、現時点で未定です。配当予想額の開示が可能になり次第、速やかに開示いたします。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.00 ― 3.00 7.00 6,339 ― 2.1
22年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 905 ― 0.4

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  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） 
23年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから、未定のため記載しておりません。なお、当該理由等
は、４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析（次期の見通し）」に記載しております。 
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等】をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益又は純損失（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 22年3月期 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  90,668,295株 21年3月期  90,615,998株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 345,197 △27.7 △46,256 ― △52,514 ― △58,077 ―

21年3月期 477,218 △8.7 △12,909 ― △16,192 ― △26,779 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △64.14 ―

21年3月期 △29.57 ―

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 603,420 177,614 29.4 196.16
21年3月期 648,866 230,144 35.5 254.17

（参考） 自己資本 22年3月期  177,614百万円 21年3月期  230,144百万円

※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。 
 なお、業績予想に関する事項は、４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析（次期の見通し）」に記載しております。また、次期の配当予想額に
ついては、５ページ「１．経営成績 （３）利益配分に関する基本方針および当期の配当」に記載しております。 
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１．経営成績 

 （１）経営成績に関する分析 

 当期のわが国経済は、一昨年来の世界的な景気後退から力強い回復の道筋が見えない中、いち早く成長基

調に転じた中国を筆頭に経済が活性化したアジア向け輸出に牽引される形で、落ち込んだ経済活動も当期後

半にはある程度の高まりを見せました。しかしながら、企業収益の低迷による設備投資の減少、不安定な雇

用情勢を反映した個人消費の低迷など、景気の本格的回復を支えるまでには至っておらず、総じて厳しい状

況となりました。 

 鉄鋼業界におきましても、期初にはほぼ全ての需要分野で活動水準が大きく低下し、急激な在庫調整によ

る影響から、かつてない規模での減産を余儀なくされました。その後、中国など高成長を続けるアジア各国

の需要増を背景とした輸出マーケットへの対応に加え、国内でも自動車・電機分野の需要回復に呼応し粗鋼

生産量も回復基調で推移しましたが、主要需要部門の一つである建材分野においては依然として復調の兆し

が見えない局面が続きました。 

 このような状況の中で、当社グループは、前期から取り組んでいる合理化・総コスト削減活動の一層の強

化、足下の需要の確実な捕捉、お客様へのソリューション提案による新規需要開発の強化など、収益確保に

向けた活動をグループを挙げて精力的に展開してまいりました。 

 まず、厳しい環境に対応すべく、あらゆる費用の削減や仕掛在庫の圧縮、生産性向上に向けた部門横断的

な取組みを引き続き強力に推進する一方、労務費や補修費等の削減といった緊急対策を継続実施するなど、

収益改善に向けた合理化・総コスト削減に全力を傾注してまいりました。 

 販売面においては、国内外における成長市場での新規需要開発を積極的に推進するため、販売と商品開発

の機能を併せ持つ「マーケット開発部」を新設するなど、お客様への提案を通じてマーケットを創造する活

動を拡大・深化するための仕組みを強化し、積極的なソリューション提案活動に取り組むとともに、お客様

の活動水準の回復にきめ細かく対応してまいりました。また、低迷する建材分野においても、従来型の塗装

商品（月星ＧＬカラー）の性能をさらに高めた次世代基幹商品「月星ＧＬカラー／ＳＥＬｉＯＳ（セリオス）」

を新たに投入し、グループ一体となって需要の掘り起こしに取り組んでまいりました。この「ＳＥＬｉＯＳ」

は、優れた耐食性、耐疵付き性、防汚性、熱反射性などを有しており、高い意匠性を兼ね備えた高機能商品

として、お客様から高い評価をいただいております。 

 生産面においては、マーケット状況を反映し、かつてない規模での減産を余儀なくされる中、効率的かつ

安定的な生産活動を追求するとともに、省エネルギー活動や原材料の効率的使用に注力いたしました。また、

その後の環境変化を受けて、需要増加および短納期要求への迅速な対応と、製造コストの最少化を同時に達

成する最適生産体制の確立に取り組んでまいりました。なお、厳しい環境下ではありますが、品質向上や原

価低減、また将来の事業展開や成長に不可欠な投資については、厳選した上で優先順位を明確にして計画的

に実施してまいりました。 

 こうした取組みの中、当期の連結業績につきましては、前半における需要低迷や大幅な減産によるマイナ

ス影響が大きく、かつ当社グループの主要な需要分野の一つである建材分野の長期低迷などもあり、連結売

上高は 4,414 億 86 百万円（対前期▲1,759 億 13 百万円）となりました。損益につきましては、徹底した合

理化・総コスト削減に加え、海外を中心とした需要回復などにより、当期後半では利益を確保することがで

きたものの、在庫評価損や前期契約分の高い価格レベルの原料入荷の影響といった一過性の要因も含め前半

におけるマイナス影響が大きく、連結経常損失は 537 億 74 百万円（対前期▲413 億 92 百万円）、連結当期

純損失は 617 億 16 百万円（対前期▲362 億 32 百万円）となりました。なお、当社単独の業績につきまして

は、売上高は 3,451 億 97 百万円、経常損失は 525 億 14 百万円、当期純損失は 580 億 77 百万円となりまし

た。 

 

 今後のわが国経済は、企業収益が緩やかな回復を示す中、緊急経済対策の効果などを背景に景気の持ち直

し傾向が続くと期待される一方、雇用情勢の悪化や海外経済の減速懸念、デフレ影響といった景気下振れリ

スクもあり、予断を許さない状況が続くと予想されます。 

 鉄鋼業界におきましても、好調なアジア向けを中心に輸出増が続き、自動車・電機など製造業向けを中心
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とした国内需要の緩やかな回復が当面継続すると予想されるものの、長期化した建材分野の需要低迷は今後

も続くことが懸念されます。また、高成長が続く中国の急激な鉄鋼需要の拡大が鉄鉱石や石炭などの需給逼

迫を招き、世界的に原料価格が高騰している中で、寡占化した資源メジャーが上昇基調にあるスポット市場

価格を反映しやすい短期間での価格改定方式の導入を要求しており、原料の安定確保と高騰する原料価格へ

の対応が重要な課題となっております。 

 こうした環境のもと、当社グループは、鉄鉱石や石炭などの価格高騰に向けた対応として、その効率的使

用や安価原料の使用拡大をこれまで以上に強力に推進する一方、合理化・総コスト削減活動を通じたあらゆ

る費用の削減に精力的に取り組んでまいります。また、自助努力だけでは吸収しきれないコスト上昇部分に

ついては、お客様のご理解をいただきながら販売価格に反映する活動を推進し、足下の経営課題への着実な

対応を図ってまいります。 

 

 当社は、溶融亜鉛めっき鋼板等（塗装品および非塗装品）の販売に関する独占禁止法違反の行為があった

として、昨年 8月に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を、同年 9月に東京地方裁判所

から有罪判決を受けました。本件について、株主の皆様をはじめ、お客様や関係の皆様に多大なご心配・ご

迷惑をお掛けすることになりましたことを、深くお詫び申し上げます。 

 当社は、かかる事態を再び起こさないよう、専門的知見を有する社外有識者の助言および評価を受けて策

定した再発防止策に則った行動を役員および社員一人ひとりに徹底し、信頼回復に向けて全力を傾注してま

いりました。今後とも、「社会と調和し、信頼を得られる“良き企業市民”であること」を実践すべく、コ

ンプライアンスをあらゆる価値観に優先させたコンプライアンス・ファーストの事業活動を推進してまい

ります。 

 なお、公正取引委員会から受けた命令のうち、建材製品製造業者向け塗装溶融亜鉛めっき鋼板等の取引に

係る命令については、これを不服として、公正取引委員会に審判を請求し、現在も審判が継続しております。 

 

 当社は、社名に込められた「日々新たに又日に新たに」の志のもと、経営理念である「現在と未来のお客

様、株主の皆様、社員に選ばれる会社」「ステークホルダーや社会と調和する会社」の実現に向け、これか

らもお客様とともにマーケットを創造する企業を目指してまいります。 

 

（次期の見通し） 

 次期の業績予想につきましては、鉄鉱石・原料炭の価格が現在交渉中であること、また、鋼材販売価格改

定についても交渉中であること、並びに当該価格の動向で在庫評価が大きく変動する可能性のあることから、

現時点では合理的な業績予想ができないため、未定としております。業績予想の開示が可能となった時点で

速やかに開示いたします。第１四半期の決算発表時に改めて状況のご説明をいたします。 

 

 （２）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

 当期末の資産は、たな卸資産の減少（△579 億円）、その他の流動資産の減少（△103 億円）等があり、

前連結会計年度末（平成 21年３月末）より 519 億円減少し、6,703 億円となりました。 

 負債は、有利子負債の増加（115 億円）、支払手形及び買掛金の減少（△96億円）等により、前連結会計

年度末より 34億円増加し、4,650 億円となりました。純資産は、当期純損失（△617 億円）、その他有価証

券評価差額金の増加（90 億円）等があり、剰余金の配当（△27 億円）を行った結果、前期末より 553 億円

減少し、2,053 億円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前当期純利益（△623 億円）、減価償却費（390 億円）、たな卸資産の減少（579 億円）等が

あり、257 億円の収入となりました。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得（△279 億円）等により、299 億円の支出となり、フリー・キャッシュフローは△42

億円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 有利子負債の増加（102 億円）、配当金の支払（△27億円）等により、73億円の収入となりました。 

 

 以上の結果に、現金及び現金同等物に係る換算差額を加え、当期末における現金及び現金同等物の残高は、

前期末に比べて 21億円増加し、417 億円となりました。 

 

  [ 財務指標の推移 ] 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％） 43.9 45.4 43.5 35.3 29.7 

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
53.3 56.9 38.2 20.6 26.3 

キャッシュ・フロー対有利 

子負債比率（％） 
398.8 332.7 823.6 1,109.2 1,156.5 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
17.6 22.4 10.2 7.9 6.7 

   自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

   （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

   （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

 

 （３）利益配分に関する基本方針および当期の配当 

 利益の配分につきましては、連結業績に応じた適切な剰余金の配当を実施していくことを基本に、企業価

値向上に向けた今後の事業展開に必要な内部留保の確保および今後の業績見通しを踏まえつつ、安定的な株

主還元を実施する方針としております。 

 内部留保資金につきましては、企業価値向上に向けた持続的な収益成長と競争力強化のための投資、なら

びに財務体質の強化に活用していく予定であります。 

 当期の剰余金の配当につきましては、当期の業績ならびに今後の見通しを基本に、今後の経済情勢と当社

グループの事業展開等を総合的に勘案し、当期末の配当を 1株につき 1円とさせていただくことといたしま

した。すでに中間配当につきましては実施を見送らせて頂きましたので、この結果、通期では１株につき１

円の配当となります。 

 次期の配当につきましては、業績の動向が不透明であることから、現時点で未定としております。配当予

想額の開示が可能になり次第、速やかに開示いたします。 

 

２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成 21年６月 23日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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３．経営方針 

 （１）会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題 

 当社グループは、グローバル化する経済の中で、企業活動を通じてお客様の夢と理想の実現につながる価

値ある商品・技術・サービスを開発・提供し、新たな市場を創造することを社会的責務と考えます。 

 当社グループのビジョンは、素材メーカーとして進化・向上していくことです。 

 そのために、現在と未来のお客様、株主、社員に選ばれる会社、その他のステークホルダーや社会と調和

する会社を目指します。 
 

 当社グループは、「お客様とともにマーケットを創造する」という基本理念のもと、変化の激しい環境に

おいても持続的に発展できる企業を目指して、平成 22年度、23年度の 2年間を対象とする『22号中期連結

経営計画』を下記のとおり策定しております。 

 

１．22号中期連結経営計画の概要 

22 号中期連結経営計画では 5～10年後の構造変化を見据えながら「新市場・成長市場における『マーケッ

ト共創』活動」を強力に推進するとともに、変化に対応できる強靭性、弾力性を持った企業体質を確立し、

収益最大化を追求すべく「急激な需要の変化に柔軟かつ迅速に対応できる体制の再構築」に取り組んでまい

ります。 
これらの取り組みの先にあり、中期的な当社グループのあるべき姿として、主要な事業分野ごとに目指す

べき方向を以下のとおり設定いたしました。 
（１） ステンレス事業においては、汎用鋼種（SUS304 等）での圧倒的な競争力確保と独自鋼種の展開

力強化により、技術・開発力、販売力や収益力を合わせた総合力で国内 No.１メーカーかつグロ

ーバルトップメーカーを目指す 
（２） 表面処理事業においては、ZAM 月産 10 万トンの目標をはじめ特殊めっきの国内外での積極的マ

ーケット展開や次世代めっきの開発により、「めっきの日新」たる事業拡大を目指す 
（３） 特殊鋼事業においては、技術・開発力と販売ネットワークの強化による国内薄板シェア No.1 の

維持と積極的な海外展開推進 
（４） 上記の各事業の加工分野において、素材開発力と加工技術を融合・深化させ鋼材加工事業への積

極的な展開を図る 
また、これらの事業展開の基盤として、大競争時代を勝ち抜くことができるレベルのコスト優位性の確立

と環境・省エネルギー対応の革新的な製鉄プロセスへ挑戦してまいります。 
 

これらの実現に向け、平成 22年度、23年度の 2年間では、平成 20年度以降、大きく悪化した収益力を早

急に回復させるため「事業競争力の強化」に全力を傾注するとともに、これによる財務体質の強化を通じて

将来の発展の礎となる「新しいマーケットの開発と成長分野への重点投資」を推進してまいります。 
 
２．事業競争力の強化 

世界的な大競争の中においても、当社グループが将来にわたってお客様の確固たる事業パートナーたり得

るだけの事業競争力を獲得すべく、購買・製造・販売から共通部門に至るまで徹底的な合理化・総コスト削

減活動を一段と強力に推進するとともに、急激な需要減等による設備稼働の大幅低下といった状況下におい

ても、所定の利益を計上できる強い企業体質の構築を目指してまいります。 
 
［具体的な取り組み］ 
（１）少子高齢化、人口減少に伴い国内市場が縮小するなか、需要分野ごとにきめ細かなソリューション提

案や新商品開発を通じて新たな需要の発掘と拡販を強力に推進してまいります。 
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（２）販売・製造が一体となった最適生産システムの構築を通じてリードタイムの短縮、仕掛在庫の圧縮を

図り、環境の大幅な変化にも弾力的に対応できる強靭な企業基盤を構築してまいります。 
（３）原材料については、使用ソースの拡大、権益の確保等により安定的な調達を図るとともに、厳しさを

増す調達環境のもとで劣質鉱石や安価原料の使用技術の開発を進め、安定確保ならびにコスト低減を追

求してまいります。 
（４）最先端技術の導入、効率的かつ弾力性のある生産体制の整備を進めるとともに、製造原単位の削減、

歩留向上など合理化を推進し、競争力の強化に努めてまいります。さらに、大幅なコスト低減や革新的

な品質向上が可能となる、新しい製造プロセスも検討してまいります。 
 
３．新しいマーケットの開発・成長分野への重点投資 

今後の成長や新たな用途開発が大いに見込まれる新エネルギー・環境、次世代自動車、デジタル・情報・

通信分野等において、当社グループが得意とするめっきやステンレスの幅広いレパートリーと加工・接合技

術を融合・複合させる素材総合ソリューション提案を強力に推進し、お客様とともに新しいマーケットを

「共創」する活動にこれまで以上に注力してまいります。 
また、今後も持続的な拡大が期待される海外新興市場においても独自マーケットの確立を積極的に推進す

べく、当社グループが得意とする商品について現地供給も含めた一層のグローバル展開に取り組んでまいり

ます。 
 
［具体的な取り組み］ 
（１）お客様に価値ある商品をお届けする取り組みを一層強めてまいります。ZAM、アルミめっき、銅め

っきなど特長ある商品の拡販を推進し、特に ZAM については生産体制整備も視野に入れ、短期的には

6 万トン／月、中期的には 10 万トン／月を目標に数量拡大を図ってまいります。また、ステンレスにつ

いても高い技術力を活かした用途開発を進め、新しい需要を開拓してまいります。 
（２）新たなマーケットの開拓を目指して、研究・商品開発分野に重点的に経営資源を投入してまいります。

next ZAM となる新めっき鋼板や新しい機能を持つステンレスの開発を推進するとともに、昨年、堺製

造所内に開設した「F-Tech. Plaza」の活用等によりお客様への具体的かつ深化したソリューション提案

活動を通じて、「お客様との共創、共生活動」を推進してまいります。 
（３）グループ会社が保有する多様な鋼材加工の技術と機能や販売ネットワークを最大限活用し、建材薄板

分野での新しい用途開発と鋼材需要の開拓を進めてまいります。 
（４）ステンレスのグローバル展開では、持分法適用会社であるスペインのアセリノックス，S．A．（当

社出資比率 15.3%）や、ステンレス冷延会社としては世界最大規模となった寧波宝新不銹鋼有限公司

（当社出資比率 21.9%）など、当社が構築してきた海外における事業ネットワークを有効に活用し、

世界戦略を展開してまいります。 
（５）表面処理事業においても、米国におけるウィーリング・ニッシン・インク（当社 100％出資）の活用

や伸長著しい東南アジアマーケットでの事業展開により、他に先駆けた需要の獲得に取り組んでまいり

ます。 
 
４．強い組織構造と人財立社に向けた取り組み 

持続的な成長と環境変化に対しても弾力的、機動的に対応できる組織構造の確立に取り組むとともに、開

発・製造・販売の現場力の向上と成長市場での積極的な需要開拓を実現すべく人財の投入、育成に注力して

まいります。 
 
５．財務体質の強化と株主還元 

事業競争力の強化を通じて得られた収益により、平成 20 年度以降の収益悪化で影響を受けた財務体質の

再強化を図るとともに、将来の成長戦略に向けた投資に備えてまいります。また、株主の皆様への還元につ
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きましては、連結業績に応じた還元を基本に、安定的な配当を実施してまいります。 

 

６．地球温暖化問題への取り組み 

地球温暖化防止に向けての自主行動計画を進める一方、環境に優しい製品（エコマテリアル）の提供を通

じて環境問題への寄与を図ってまいります。また、鉄鋼他社との共同開発を含め、業界で取り組む環境技術

開発にも積極的に参画してまいります。 

 

７．企業経営の基本として ～コンプライアンス・ファースト～ 

当社の基本理念である「社会と調和し、信頼を得られる“良き企業市民”であること」を実践していくべ

く、コンプライアンスをあらゆる価値観に優先させた事業活動を進めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前期 
(平成21年３月31日) 

当期 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 39,631 41,764 

受取手形及び売掛金 57,037 71,608 

たな卸資産 177,556 119,574 

繰延税金資産 1,241 3,806 

その他 21,008 10,645 

貸倒引当金 △483 △627 

流動資産合計 295,991 246,771 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 78,721 76,532 

機械装置及び運搬具（純額） 119,873 116,007 

工具、器具及び備品（純額） 5,186 4,542 

土地 56,513 56,951 

建設仮勘定 4,687 2,555 

有形固定資産合計 264,982 256,589 

無形固定資産 10,214 9,560 

投資その他の資産   

投資有価証券 105,057 114,604 

繰延税金資産 10,265 4,486 

その他 36,367 37,785 

貸倒引当金 △609 △639 

投資その他の資産合計 151,081 156,236 

固定資産合計 426,278 422,387 

繰延資産   

社債発行費 － 1,191 

繰延資産合計 － 1,191 

資産合計 722,270 670,350 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 85,612 75,977 

短期借入金 67,516 34,073 

コマーシャル・ペーパー 33,000 － 

1年内償還予定の社債 10,000 10,000 

環境対策引当金 170 191 

その他 40,914 42,527 

流動負債合計 237,213 162,769 
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（単位：百万円）

前期 
(平成21年３月31日) 

当期 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

社債 50,000 110,000 

長期借入金 125,777 143,813 

繰延税金負債 1,211 1,068 

退職給付引当金 33,707 31,629 

役員退職慰労引当金 608 425 

特別修繕引当金 11,178 11,648 

環境対策引当金 312 837 

その他 1,619 2,856 

固定負債合計 224,416 302,279 

負債合計 461,629 465,048 

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 151,118 84,637 

自己株式 △26,422 △26,431 

株主資本合計 254,502 188,012 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,145 13,202 

繰延ヘッジ損益 696 181 

土地再評価差額金 231 291 

為替換算調整勘定 △4,468 △2,340 

評価・換算差額等合計 605 11,334 

少数株主持分 5,533 5,955 

純資産合計 260,640 205,301 

負債純資産合計 722,270 670,350 
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前期 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当期 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 617,399 441,486 

売上原価 577,619 441,805 

売上総利益又は売上総損失（△） 39,780 △319 

販売費及び一般管理費 47,097 42,909 

営業損失（△） △7,316 △43,228 

営業外収益   

受取利息 369 313 

受取配当金 3,943 867 

持分法による投資利益 1,093 － 

その他 846 1,615 

営業外収益合計 6,253 2,796 

営業外費用   

支払利息 3,397 5,119 

退職給付費用 － 2,240 

出向者労務費差額負担 3,695 2,057 

為替差損 1,513 756 

持分法による投資損失 － 664 

その他 2,712 2,505 

営業外費用合計 11,318 13,342 

経常損失（△） △12,382 △53,774 

特別利益   

固定資産売却益 1,953 － 

特別利益合計 1,953 － 

特別損失   

固定資産除売却損 1,227 1,203 

関係会社株式売却損 － 1,780 

課徴金等 － 5,580 

投資有価証券評価損 4,361 － 

ステンレス鋼管クレーム補償等対応損失 1,927 － 

特別損失合計 7,515 8,564 

税金等調整前当期純損失（△） △17,945 △62,339 

法人税、住民税及び事業税 2,601 910 

法人税等調整額 4,773 △1,944 

法人税等合計 7,375 △1,033 

少数株主利益 163 410 

当期純損失（△） △25,483 △61,716 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前期 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 79,913 79,913 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 79,913 79,913 

資本剰余金   

前期末残高 49,893 49,893 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 49,893 49,893 

利益剰余金   

前期末残高 185,678 151,118 

当期変動額   

剰余金の配当 △9,057 △2,716 

当期純損失（△） △25,483 △61,716 

持分の変動 － △1,981 

土地再評価差額金の取崩 21 △59 

その他 △40 △6 

当期変動額合計 △34,560 △66,480 

当期末残高 151,118 84,637 

自己株式   

前期末残高 △25,854 △26,422 

当期変動額   

自己株式の取得 △78 △9 

持分法の適用範囲の変動 △489 － 

その他 － △0 

当期変動額合計 △568 △9 

当期末残高 △26,422 △26,431 

株主資本合計   

前期末残高 289,630 254,502 

当期変動額   

剰余金の配当 △9,057 △2,716 

当期純損失（△） △25,483 △61,716 

自己株式の取得 △78 △9 

持分の変動 － △1,981 

持分法の適用範囲の変動 △489 － 

土地再評価差額金の取崩 21 △59 

その他 △40 △7 

当期変動額合計 △35,128 △66,490 

当期末残高 254,502 188,012 
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（単位：百万円）

前期 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 68,083 4,145 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,937 9,056 

当期変動額合計 △63,937 9,056 

当期末残高 4,145 13,202 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,120 696 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,817 △515 

当期変動額合計 1,817 △515 

当期末残高 696 181 

土地再評価差額金   

前期末残高 253 231 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21 59 

当期変動額合計 △21 59 

当期末残高 231 291 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △831 △4,468 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,637 2,128 

当期変動額合計 △3,637 2,128 

当期末残高 △4,468 △2,340 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 66,384 605 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,779 10,729 

当期変動額合計 △65,779 10,729 

当期末残高 605 11,334 

少数株主持分   

前期末残高 5,447 5,533 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 85 422 

当期変動額合計 85 422 

当期末残高 5,533 5,955 
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（単位：百万円）

前期 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当期 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 361,463 260,640 

当期変動額   

剰余金の配当 △9,057 △2,716 

当期純損失（△） △25,483 △61,716 

自己株式の取得 △78 △9 

持分の変動 － △1,981 

持分法の適用範囲の変動 △489 － 

土地再評価差額金の取崩 21 △59 

その他 △40 △7 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,693 11,151 

当期変動額合計 △100,822 △55,339 

当期末残高 260,640 205,301 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前期 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当期 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △17,945 △62,339 

減価償却費 40,485 39,010 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △494 △1,542 

前払年金費用の増減額（△は増加） △1,623 △459 

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 1,021 470 

持分法による投資損益（△は益） △1,093 664 

受取利息及び受取配当金 △4,313 △1,181 

支払利息 3,397 5,119 

課徴金等 － 5,580 

有形固定資産除売却損益（△は益） △725 1,203 

売上債権の増減額（△は増加） 36,091 △14,554 

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,372 57,998 

仕入債務の増減額（△は減少） △20,181 △9,009 

その他 12,713 7,792 

小計 35,960 28,753 

利息及び配当金の受取額 5,544 2,748 

利息の支払額 △3,268 △3,833 

課徴金等の支払額 － △5,580 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △12,427 3,668 

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,809 25,757 

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 △6,859 △210 

投資有価証券の売却による収入 467 923 

関係会社株式の取得による支出 △16,564 △1,403 

関係会社株式の売却による収入 － 1,069 

有形固定資産の取得による支出 △33,221 △27,953 

有形固定資産の売却による収入 1,833 106 

その他 △7,906 △2,518 

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,251 △29,986 

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） △858 △36,450 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △6,000 △33,000 

長期借入れによる収入 79,300 24,775 

長期借入金の返済による支出 △14,740 △3,738 

社債の発行による収入 20,000 68,676 

社債の償還による支出 △10,000 △10,000 

自己株式の取得による支出 △78 △9 

配当金の支払額 △9,036 △2,729 

その他 △51 △127 

財務活動によるキャッシュ・フロー 58,534 7,396 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △632 △1,034 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,459 2,133 

現金及び現金同等物の期首残高 18,166 39,626 

現金及び現金同等物の期末残高 39,626 41,759 
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 (５)継続企業の前提に関する注記

 　　該当事項はありません。

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等】

１．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項

　　(1)連結子会社　　 （１０社） 日新総合建材(株)、日新鋼管(株)、日新工機(株)、新和企業(株)、月星海運(株)

月星商事(株)、ニッシン・ホールディング・インク、

ニッシン・スティールＵＳＡ，ＬＬＣ、ウィーリング・ニッシン・インク、

ニッシン・オートモーティブ・チュービング　ＬＬＣ

　　(2)持分法適用会社 （２８社）

(ｲ) 非連結子会社 （　９社）月星アート工業(株)、大阪ステンレスセンター(株)　ほか

(ﾛ) 関連会社　 　（１９社）日本鐵板(株)、サンウエーブ工業(株)、(株)カノークス、三晃金属工業(株)、

寧波宝新不銹鋼有限公司、アセリノックス，Ｓ．Ａ． ほか

２．連結の範囲及び持分法適用範囲の異動状況

　　(1)連結の範囲

(ｲ) 新規 該当なし

(ﾛ) 除外 該当なし

　　(2)持分法適用範囲

(ｲ) 新規 該当なし

(ﾛ) 除外 該当なし

３．会計処理基準に関する事項

　　(1)繰延資産の処理方法

　社債発行費は、社債の償還までの期間等合理的な期間にわたり均等償却（僅少なものは支出時に全額費用処理）

しております。

(会計方針の変更）

　社債発行費は、従来支出時に全額費用として処理しておりましたが、当連結会計年度において第１回利払繰延

条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付・適格機関投資家限定）の発行に伴い多額の社債発行費が生じ

たため、期間損益計算の適正化の観点から、社債の償還までの期間等合理的な期間にわたり均等償却（僅少なも

のは支出時に全額費用処理）する方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて当連

結会計年度の経常損失及び税金等調整前当期純損失は1,191百万円減少しております。

　　(2)退職給付に係る会計基準

(会計方針の変更）

  当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。

      　なお、これにより、当連結会計年度の経常損失及び税金等調整前当期純損失並びに退職給付債務に与える影

響はありません。

４．表示方法の変更

　　（連結損益計算書関係）

　　　前連結会計年度において、営業外費用のその他に含めて表示していた退職給付費用については、営業外費用の総

　　額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、前連結会計年度における退職給付費用は845百万円で

　　あります。

　　　なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成21年６月23日提出）における記載から重要な変更がないため開

　　示を省略しております。
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【連結財務諸表に関する注記事項】

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

　　当社グル－プは、主として鉄鋼製品の製造・加工・販売及びそれらに付帯する事業を営んでおり、

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める同事業の割

　合が、いずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．所在地別セグメント情報

　　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の売上高及び資

　産の金額の割合が、いずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

　ます。　

３．海外売上高

期      別

 百万円  百万円  百万円  百万円

Ⅰ 海外売上高 26,842 45,810 20,690 93,342

当　　　期 Ⅱ 連結売上高 441,486

(21.4.1～22.3.31)Ⅲ 連結売上高に占める海外         ％         ％         ％          ％
   売上高の割合 6.1 10.4 4.7 21.1

期      別

 百万円  百万円  百万円  百万円

Ⅰ 海外売上高 61,519 52,866 29,958 144,344

前　　　期 Ⅱ 連結売上高 617,399

(20.4.1～21.3.31)Ⅲ 連結売上高に占める海外         ％         ％         ％          ％
   売上高の割合 10.0 8.6 4.9 23.4

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分している。

　　　２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりである。

          (1) 北    米 … 米国、カナダ

          (2) 東アジア … 中国、韓国、台湾

          (3) そ の 他 … 本邦、北米及び東アジア以外の国又は地域

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

項         目

項         目 北    米

北    米

計

計

東アジア そ の 他

東アジア そ の 他
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額

１株当たり当期純損失金額（△）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
　　　２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

当期純損失（△）（百万円）
普通株主に帰属しない金額（百万円）
普通株式に係る当期純損失（△）（百万円）
普通株式の期中平均株式数（千株）

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（開示の省略）

　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職
給付、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと
考えられるため開示を省略しております。

　　９０３，８５４ 　　９０５，２６９

　△　２５，４８３

－

　△　６１，７１６

－

　△　６１，７１６

前　期

　 (20.4.1～21.3.31)

　△　２５，４８３

前　期

　 (20.4.1～21.3.31)

　２８２．２３円

△　２８．１５円

当　期

　 (21.4.1～22.3.31)

当　期

　 (21.4.1～22.3.31)

　２２０．５６円

△　６８．２８円
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

第129期 
(平成21年３月31日) 

第130期 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,109 34,113 

受取手形 2 0 

売掛金 28,753 44,013 

たな卸資産 160,025 106,087 

前渡金 510 2,046 

前払費用 241 1,117 

繰延税金資産 227 2,616 

未収入金 7,875 － 

短期貸付金 11,962 8,416 

その他 9,508 5,892 

貸倒引当金 △10 △249 

流動資産合計 252,206 204,054 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 46,174 45,571 

構築物（純額） 23,066 21,768 

機械及び装置（純額） 113,385 108,564 

車両運搬具（純額） 162 117 

工具、器具及び備品（純額） 4,434 3,784 

土地 46,159 46,666 

建設仮勘定 3,137 1,942 

有形固定資産合計 236,519 228,416 

無形固定資産   

ソフトウエア 6,664 6,032 

施設利用権 602 502 

無形固定資産合計 7,266 6,534 

投資その他の資産   

投資有価証券 50,594 64,785 

関係会社株式 54,806 53,942 

出資金 161 155 

関係会社出資金 9,783 9,509 

従業員に対する長期貸付金 32 34 

関係会社長期貸付金 10,130 10,810 

破産更生債権等 0 2 

長期前払費用 613 390 

繰延税金資産 6,573 1,274 

前払年金費用 16,139 16,603 

その他 4,200 5,879 

貸倒引当金 △162 △162 

投資その他の資産合計 152,873 163,223 

固定資産合計 396,659 398,174 

繰延資産   

社債発行費 － 1,191 

繰延資産合計 － 1,191 

資産合計 648,866 603,420 
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（単位：百万円）

第129期 
(平成21年３月31日) 

第130期 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,062 5,502 

買掛金 52,189 42,386 

短期借入金 61,580 31,366 

コマーシャル・ペーパー 33,000 － 

1年内償還予定の社債 10,000 10,000 

リース債務 22 61 

未払金 17,945 16,124 

未払費用 20,674 23,851 

預り金 1,433 1,310 

前受収益 5 5 

環境対策引当金 170 190 

その他 － 2,060 

流動負債合計 203,085 132,860 

固定負債   

社債 50,000 110,000 

長期借入金 124,900 142,400 

リース債務 84 185 

退職給付引当金 29,057 27,818 

役員退職慰労引当金 93 56 

特別修繕引当金 11,178 11,648 

環境対策引当金 302 814 

その他 20 20 

固定負債合計 215,636 292,944 

負債合計 418,721 425,805 

純資産の部   

株主資本   

資本金 79,913 79,913 

資本剰余金   

資本準備金 49,893 49,893 

資本剰余金合計 49,893 49,893 

利益剰余金   

利益準備金 13,883 13,883 

その他利益剰余金   

特別償却準備金 107 79 

海外投資等損失準備金 56 56 

固定資産圧縮積立金 2,294 1,990 

繰越利益剰余金 104,858 44,396 

利益剰余金合計 121,200 60,406 

自己株式 △25,932 △25,941 

株主資本合計 225,075 164,271 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,323 13,155 

繰延ヘッジ損益 746 186 

評価・換算差額等合計 5,069 13,342 

純資産合計 230,144 177,614 

負債純資産合計 648,866 603,420 
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

第129期 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

第130期 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 477,218 345,197 

売上原価 456,597 360,731 

売上総利益又は売上総損失（△） 20,620 △15,533 

販売費及び一般管理費 33,529 30,723 

営業損失（△） △12,909 △46,256 

営業外収益   

受取利息 282 325 

受取配当金 6,950 4,488 

その他 336 1,208 

営業外収益合計 7,568 6,022 

営業外費用   

支払利息 2,123 2,688 

社債利息 883 2,210 

退職給付費用 － 2,138 

出向者労務費差額負担 3,695 2,057 

為替差損 1,520 747 

その他 2,628 2,437 

営業外費用合計 10,851 12,280 

経常損失（△） △16,192 △52,514 

特別損失   

固定資産除売却損 1,110 1,128 

関係会社株式等評価損 － 1,080 

課徴金等 － 5,580 

投資有価証券評価損 4,396 － 

ステンレス鋼管クレーム補償等対応損失 1,927 － 

特別損失合計 7,435 7,789 

税引前当期純損失（△） △23,627 △60,303 

法人税、住民税及び事業税 50 △334 

法人税等調整額 3,102 △1,891 

法人税等合計 3,152 △2,225 

当期純損失（△） △26,779 △58,077 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

第129期 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

第130期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 79,913 79,913 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 79,913 79,913 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 49,893 49,893 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 49,893 49,893 

資本剰余金合計   

前期末残高 49,893 49,893 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 49,893 49,893 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 13,883 13,883 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,883 13,883 

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 149 107 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △42 △27 

当期変動額合計 △42 △27 

当期末残高 107 79 

海外投資等損失準備金   

前期末残高 － 56 

当期変動額   

海外投資等損失準備金の積立 56 － 

当期変動額合計 56 － 

当期末残高 56 56 

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 2,682 2,294 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △387 △304 

当期変動額合計 △387 △304 

当期末残高 2,294 1,990 
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（単位：百万円）

第129期 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

第130期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 140,322 104,858 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 42 27 

海外投資等損失準備金の積立 △56 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 387 304 

剰余金の配当 △9,057 △2,716 

当期純損失（△） △26,779 △58,077 

当期変動額合計 △35,463 △60,462 

当期末残高 104,858 44,396 

利益剰余金合計   

前期末残高 157,038 121,200 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － － 

海外投資等損失準備金の積立 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

剰余金の配当 △9,057 △2,716 

当期純損失（△） △26,779 △58,077 

当期変動額合計 △35,837 △60,793 

当期末残高 121,200 60,406 

自己株式   

前期末残高 △25,854 △25,932 

当期変動額   

自己株式の取得 △78 △9 

当期変動額合計 △78 △9 

当期末残高 △25,932 △25,941 

株主資本合計   

前期末残高 260,990 225,075 

当期変動額   

剰余金の配当 △9,057 △2,716 

当期純損失（△） △26,779 △58,077 

自己株式の取得 △78 △9 

当期変動額合計 △35,915 △60,803 

当期末残高 225,075 164,271 
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（単位：百万円）

第129期 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

第130期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 67,785 4,323 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,461 8,832 

当期変動額合計 △63,461 8,832 

当期末残高 4,323 13,155 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,122 746 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,868 △559 

当期変動額合計 1,868 △559 

当期末残高 746 186 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 66,663 5,069 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,593 8,273 

当期変動額合計 △61,593 8,273 

当期末残高 5,069 13,342 

純資産合計   

前期末残高 327,653 230,144 

当期変動額   

剰余金の配当 △9,057 △2,716 

当期純損失（△） △26,779 △58,077 

自己株式の取得 △78 △9 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,593 8,273 

当期変動額合計 △97,508 △52,530 

当期末残高 230,144 177,614 
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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。 

 
６．その他 

 （１）役員の異動 

 役員の異動につきましては、平成 22年 3月 5日に開示済であります。 
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（決算発表用資料） (1/3)
平成22年4月28日

Ⅰ．平成21年度決算 日新製鋼株式会社

  １．損益概況等（連結）

  ２．諸元（単独）

  ３．経常利益（連結）差異内訳（億円）
　　①　H20年度 対 H21年度

（億円）
H21年度 H20年度 差異 前回見通し 差異

a b a-b c a-c
4,414 6,173 ▲ 1,759 4,400 14

▲ 432 ▲ 73 ▲ 359 ▲ 420 ▲ 12
▲ 537 ▲ 123 ▲ 414 ▲ 510 ▲ 27
▲ 617 ▲ 254 ▲ 363 ▲ 610 ▲ 7

▲ 68.28 ▲ 28.15 ▲ 40.13 ▲ 67.49 ▲ 0.79

▲ 265 ▲ 175 ▲ 90 ▲ 240 ▲ 25
▲ 272 52 ▲ 324 ▲ 270 ▲ 2

(ステンレス業績・単独／上記の内数)
1,150 1,500 ▲ 350 1,100 50

▲ 165 ▲ 300 135 ▲ 160 ▲ 5

▲ 115 ▲ 280 165 ▲ 110 ▲ 5
▲ 50 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 50 0

在庫評価

在庫評価
実力ﾍﾞｰｽ経常利益

実力ﾍﾞｰｽ経常利益

経常利益
売 上 高

売 上 高
営業利益

当期純利益
1株当たり当期純利益（円）

経常利益

（億円） (ｽﾃﾝﾚｽ単独)

▲ 123 ▲ 300
▲ 175 ▲ 280

52 ▲ 20
販売関連 ▲ 1,215 ▲ 465
購買関連 670 315
コスト改善等 261 120
子会社等 ▲ 40 -            

計 ▲ 324 ▲ 30
▲ 272 ▲ 50
▲ 265 ▲ 115
▲ 537 ▲ 165

H21年度通期(実績)(実力ﾍﾞｰｽ)

在庫評価
H21年度通期(実績)

変

動

要

因

価格差▲1,030､数量構成差▲185
石炭170､鉄鉱石110､ﾆｯｹﾙ原料190､ｸﾛﾑ95､油･ｶﾞｽ50

合理化225､為替70､減産ｺｽﾄ▲20
国内連子▲10､ｳｨｰﾘﾝｸﾞﾆｯｼﾝ▲15､持分▲15

H20年度通期(実績) 変動要因

在庫評価
H20年度通期(実績)(実力ﾍﾞｰｽ)

H20年度
上期 下期

通期 通期
 粗鋼生産量 （万㌧） 148 184 332 368
  うちステンレス 25 29 54 47
 販売数量 （万㌧） 145 189 334 348
  うちステンレス 22 26 48 46
 鋼材平均単価 （千円／㌧） 99 110 105 138
 輸出比率 （金額ﾍﾞｰｽ，％） 23 17 19 17
 輸出為替ﾚｰﾄ （円／㌦） 95 90 92 103
 外貨ﾊﾞﾗﾝｽ（百万㌦）＊入超 286 339 625 1,688

H21年度



(2/3)
　②　H21年度 前回(2月)見通し 対 実績

　③　H21年度 上期実績 対 下期実績

４．平成22年3月期の株主還元

　◎　配当
 　　期末配当　１株につき１円（年間１円）

＊前期：中間４円＋期末３円（記念配当２円含む）＝７円

（億円） (ｽﾃﾝﾚｽ単独)

▲ 510 ▲ 160
▲ 240 ▲ 110
▲ 270 ▲ 50

販売関連 5 0
購買関連 0 0
コスト改善等 3 0
子会社等 ▲ 10 -            

計 ▲ 2 0
▲ 272 ▲ 50
▲ 265 ▲ 115
▲ 537 ▲ 165

H21年度通期(前回公表) 変動要因

在庫評価
H21年度通期(前回公表)(実力ﾍﾞｰｽ)

変

動

要

因

数量構成差5

持分▲10

H21年度通期(実績)(実力ﾍﾞｰｽ)

在庫評価
H21年度通期(実績)

（億円） (ｽﾃﾝﾚｽ単独)

▲ 651 ▲ 180

▲ 290 ▲ 140

▲ 361 ▲ 40

販売関連 310 95

購買関連 60 ▲ 70

コスト改善等 15 5

子会社等 65 -            

計 450 30

89 ▲ 10

25 25

114 15

H21/下経常利益(実績)(実力ﾍﾞｰｽ)

在庫評価

H21/下経常利益(実績)

変

動

要

因

価格差 140､数量構成差 170

鉄鉱石 35､石炭 95､ニッケル原料▲55､クロム▲15

為替 30､減価償却費▲20

国内連子 10､持分 55

H21/上経常利益(実績) 変動要因

在庫評価

H21/上経常利益(実績)(実力ﾍﾞｰｽ)



５．財政状況等 (3/3)
　①　連結貸借対照表

　②　連結キャッシュ・フロー

＜参考１＞有利子負債・D/Eレシオ推移

＜参考２＞四半期業績推移（億円）

（億円）

H21年度 主な内容 H20年度

　税引前純損失　          ▲623

　減価償却費  　          　390

　売上債権増加　          ▲145

　仕入債務減少　          ▲ 90

　たな卸資産減少            579

　有形固定資産取得        ▲279

　投資有価証券取得　      ▲ 16
▲ 622

258

396

　有利子負債増加　　        102
585

　配当金支払              ▲ 27

現金及び現金
同等物の期末残高

財務活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

営業活動による
キャッシュ・フロー

417

73

▲ 299

257

（億円）

対21/3末 対21/3末

現預金 417 21 有利子負債 2,978 115
売上債権 716 145 繰延税金負債 10 ▲ 1
たな卸資産 1,195 ▲ 579 その他の負債 1,660 ▲ 80
その他流動資産 100 ▲ 105  負債合計 4,650 34
有形・無形固定資産 2,661 ▲ 90 資本金・資本剰余金 1,298 -
投資有価証券等 1,529 121 利益剰余金 846 ▲ 664
繰延税金資産 82 ▲ 32 自己株式 ▲ 264 ▲   0

評価・換算差額等 113 107
少数株主持分 59 4

 純資産合計 2,053 ▲ 553
6,703 ▲ 519 6,703 ▲ 519

連結

資産合計 負債・純資産合計

（ 借  方 ） 連結 （ 貸  方 ）

①設備投資額（検収ベース）・減価償却費 （億円）
H20年度

上期 下期 通期
設備投資額（有形のみ） 380 113 171 284

減価償却費 404 182 208 390

②有利子負債額・D/Eレシオ推移
H21/3末 H21/9末 H22/3末

 有利子負債(億円) 2,862 3,140 2,978
 Ｄ／Ｅレシオ 1.12 1.70 1.49
       〃　　(格付ﾍﾞｰｽ) ※ － － 1.22
※ 日本格付研究所の格付評価上、資本性が認められるハイブリッド証券
   （利払繰延条項･期限前償還条項付無担保社債<劣後特約付･適格機関投資家限定>）
   500億円について、その50％を資本とみなした場合のＤ／Ｅレシオ

H21年度

1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期

連結売上高 839 1,040 1,879 1,257 1,278 2,535 4,414

連結営業利益 ▲ 421 ▲ 151 ▲ 572 71 69 140 ▲ 432

連結経常利益 ▲ 450 ▲ 201 ▲ 651 62 52 114 ▲ 537

連結当期純利益 ▲ 525 ▲ 214 ▲ 739 51 71 122 ▲ 617

連結在庫評価 ▲ 250 ▲ 40 ▲ 290 15 10 25 ▲ 265

連結経常利益<実力ﾍﾞｰｽ> ▲ 200 ▲ 161 ▲ 361 47 42 89 ▲ 272

H21年度




