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（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 95,718 36.4 508 △68.1 410 △79.4 △2,760 －
22年３月期第３四半期 70,150 △56.9 1,595 △82.8 1,988 △79.3 586 △89.0
 

 
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 △16.71 －
22年３月期第３四半期 3.44 －
 
(2) 連結財政状態 

 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 185,312 93,335 47.0 527.28
22年３月期 178,031 95,330 50.0 538.45
（参考）自己資本  23年３月期第３四半期 87,131百万円 22年３月期 88,985百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 0.00 － 1.50 1.50 
23年３月期 － 0.00 －  
23年３月期(予想)  － － 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

平成23年３月期の期末の配当金額は未定です。 
  
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） 

 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 127,000 32.5 0 － 0 － △3,200 － △19.36
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有 
業績予想の修正については、本日(平成23年1月28日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規 ― 社   (社名) ―  
除外 ― 社   (社名) ―  
(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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（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）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 171,452,113株 22年３月期 171,452,113株
② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 6,203,702株 22年３月期 6,189,512株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期３Ｑ 165,256,659株 22年３月期３Ｑ 170,366,183株

 
（※ 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー
手続は終了しておりません。 

 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
1．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定

な要素を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因により、上記予想数値と異なる場合がありま
す。 

2．配当金額は、業績動向を見極めつつ検討することとしております。今期の配当予想額につきましては、
業績の状況や経営環境の先行きが不透明であることから、未定としております。配当予想額の開示が
可能となった時点で速やかに開示いたします。 
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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の国内経済は、輸出や耐久財個人消費の増加が一服したことによりやや停滞

する中で、引き続き円高は継続しており、景気の先行きの明るさには確信を持てない状況です。 

電炉業界におきましても、外需関連は比較的堅調であるものの、国内建設需要の大幅な回復は見られな

い中で、昨年秋以降、主原料である鉄スクラップ価格が上昇するという厳しい状況となっております。 

このような中で、当社グループの生産・販売数量は前年度の落ち込んだ水準からは増加に転じ、鋼材価

格も前年度に比べてやや上昇しましたので、売上高は、前年同期比25,568百万円増加の95,718百万円とな

りました。一方で、主原料の鉄スクラップ価格が前年度より上昇したことを主因に、経常利益は、前年同

期比1,578百万円減少の410百万円となり、最終損益は、一部保有株式について投資有価証券評価損を計上

したこと、また、平成22年10月2日に発生した姫路製造所での取鍋漏鋼事故の災害復旧費用等を計上したこ

となどにより、前年同期比3,346百万円減少の2,760百万円の純損失となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度比7,280百万円増加の185,312百万円と

なりました。 

流動資産は、前連結会計年度比11,269百万円増加の67,244百万円、固定資産は、前連結会計年度比3,988

百万円減少の118,068百万円となりました。流動資産の増加は、主として鋼材販売数量増加により受取手形

及び売掛金が増加したことによるものであります。固定資産の減少は、主として保有株式の時価下落によ

る投資有価証券の減少です。 

②負債 

当第３四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度比9,275百万円増加の91,976百万円となりま

した。 

流動負債は、前連結会計年度比9,002百万円増加の57,285百万円、固定負債は、前連結会計年度比272百

万円増加の34,691百万円となりました。流動負債の増加は、生産量回復に伴い主原料である鉄スクラップ

購入数量の増加及び購入単価の上昇に伴い支払手形及び買掛金が増加したことなどによるものでありま

す。固定負債の増加は、主として長期借入金の増加によるものです。 

③純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度比1,994百万円減少の93,335百万円とな

りました。これは主として、保有株式の時価下落により投資有価証券評価損を計上した結果、四半期純損

失を計上するに至ったことによるものです。 

この結果、自己資本比率は前連結連結会計年度末の50.0％から47.0％に、１株当たり純資産額は538円45

銭から527円28銭となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、前回予想(平成22年10月29日発表)から修正しております。詳細につきま

しては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお

ります。 

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却費について、予算に基づく年間償却予定額を期間按分し、期中の取得、売却又は除却

する固定資産の減価償却費の額を期間按分する方法によっております。 

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異については、原価計算期間末までにほぼ

解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰延べております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 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より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

なお、これによる、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第3四半期連

結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 
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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 5,735 8,619

受取手形及び売掛金（純額） 38,247 25,115

有価証券 － 20

商品及び製品 12,104 9,810

仕掛品 656 477

原材料及び貯蔵品 9,413 10,768

繰延税金資産 － 56

その他 1,086 1,107

流動資産合計 67,244 55,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,099 17,628

機械装置及び運搬具（純額） 21,804 23,754

土地 59,314 59,354

建設仮勘定 233 617

その他（純額） 363 331

有形固定資産合計 98,814 101,685

無形固定資産 669 346

投資その他の資産   

投資有価証券 16,283 17,680

長期貸付金 220 239

その他（純額） 2,079 2,104

投資その他の資産合計 18,584 20,024

固定資産合計 118,068 122,056

資産合計 185,312 178,031
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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 28,276 18,322

短期借入金 21,870 23,321

1年内償還予定の社債 － 500

リース債務 44 41

未払法人税等 46 74

賞与引当金 523 910

その他 6,524 5,112

流動負債合計 57,285 48,282

固定負債   

長期借入金 18,241 17,993

リース債務 60 67

繰延税金負債 1,687 1,393

役員退職慰労引当金 13 －

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824

退職給付引当金 1,673 1,677

負ののれん 635 902

その他 554 558

固定負債合計 34,691 34,418

負債合計 91,976 82,701

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,896 34,896

資本剰余金 9,885 9,885

利益剰余金 35,291 38,299

自己株式 △1,294 △1,291

株主資本合計 78,779 81,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 333 △823

土地再評価差額金 8,019 8,019

評価・換算差額等合計 8,352 7,195

少数株主持分 6,204 6,344

純資産合計 93,335 95,330

負債純資産合計 185,312 178,031
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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 70,150 95,718

売上原価 62,436 88,032

売上総利益 7,714 7,685

販売費及び一般管理費 6,119 7,177

営業利益 1,595 508

営業外収益   

受取利息 13 15

受取配当金 236 202

固定資産賃貸料 219 211

持分法による投資利益 194 －

負ののれん償却額 266 266

その他 64 67

営業外収益合計 996 763

営業外費用   

支払利息 407 421

持分法による投資損失 － 226

その他 195 213

営業外費用合計 602 861

経常利益 1,988 410

特別利益   

固定資産売却益 － 40

特別利益合計 － 40

特別損失   

固定資産処分損 89 78

投資有価証券評価損 － 2,830

減損損失 21 22

災害による損失 － 377

その他 6 2

特別損失合計 117 3,311

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（△）

1,871 △2,860

法人税、住民税及び事業税 351 18

法人税等調整額 614 77

法人税等合計 966 96

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,957

少数株主利益又は少数株主損失（△） 318 △196

四半期純利益又は四半期純損失（△） 586 △2,760
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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。 

 

４.補足情報 

 

(1)生産高比較 (単位:千屯) 

品  目 前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間 前事業年度 

    (21/4～21/12) (22/4～22/12) (21/4～22/3) 

  粗  鋼（単独） 615  963 887 

      （連結） 821 1,223 1,148 

  鋼  材（単独） 592  797 830 

      （連結） 791 1,015 1,087 

 

(2)売上高比較(単独) 

品  目 項目 前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間 前事業年度 

    (21/4～21/12) (22/4～22/12) (21/4～22/3) 

  数量 605 千屯 810 千屯 850 千屯 

鋼  材 (単価) ( 68.0 千円) （ 70.2 千円) （ 66.5 千円) 

  金額  41,151 百万円 56,817 百万円  56,454 百万円

そ の 他 金額  3,636 百万円 9,755 百万円  5,722 百万円

合  計 金額  44,787 百万円 66,572 百万円  62,176 百万円

(うち、輸出)   （ 3,691 百万円） （ 8,239 百万円） （ 6,533 百万円）
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