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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 545,353 23.5 23,943 ― 18,536 ― 12,048 ―

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

（注）包括利益 23年3月期 795百万円 （―％） 22年3月期 △50,584百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 13.33 ― 6.1 2.8 4.4
22年3月期 △68.28 ― △27.2 △7.7 △9.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  5,928百万円 22年3月期  △664百万円

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

23年3月期 663,867 205,095 29.9 219.94
22年3月期 670,350 205,301 29.7 220.56

（参考） 自己資本   23年3月期  198,773百万円 22年3月期  199,346百万円

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

23年3月期 24,426 △30,118 △16,074 18,383
22年3月期 25,757 △29,986 7,396 41,759

2.  配当の状況 

24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。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 905 ― 0.4
23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 1,810 15.0 0.9

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
24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、３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。 



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、14ページ「４．連結財務諸表 （７）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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 994,500,174 株 22年3月期 994,500,174 株

② 期末自己株式数 23年3月期 90,722,329 株 22年3月期 90,668,295 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 903,806,049 株 22年3月期 903,854,439 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

 
（注）平成24年３月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
24年３月期の個別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、３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。 

(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 ％

23年3月期 437,045 26.6 19,497 ― 13,546 ― 10,317 ―

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

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

23年3月期 11.40 ―

22年3月期 △64.14 ―

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 601,206 181,843 30.2 200.85
22年3月期 603,420 177,614 29.4 196.16

（参考） 自己資本 23年3月期  181,843百万円 22年3月期  177,614百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続を実施中であります。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、３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、４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。 



○添付資料の目次 
 
１．経営成績････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････2 
 （１）経営成績に関する分析････････････････････････････････････････････････････････････････2 
 （２）財政状態に関する分析････････････････････････････････････････････････････････････････3 
 （３）利益配分に関する基本方針および当期の配当････････････････････････････････････････････4 
２．企業集団の状況･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････5 
３．経営方針････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････5 
 （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････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････5 
４．連結財務諸表････････････････････････････････････････････････････････････････････････････6 

（１）連結貸借対照表･･････････････････････････････････････････････････････････････････････6 
 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書････････････････････････････････････････････････8 
    連結損益計算書･･････････････････････････････････････････････････････････････････････8 
    連結包括利益計算書･･････････････････････････････････････････････････････････････････9 
 （３）連結株主資本等変動計算書･･･････････････････････････････････････････････････････････10 
 （４）連結キャッシュ・フロー計算書･･･････････････････････････････････････････････････････13 
 （５）継続企業の前提に関する注記･････････････････････････････････････････････････････････14 
 （６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項･･･････････････････････････････････････14 
 （７）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･････････････････････････････････14 
 （８）表示方法の変更･････････････････････････････････････････････････････････････････････15 
 （９）連結財務諸表に関する注記事項･･･････････････････････････････････････････････････････16 
    （連結包括利益計算書関係）･････････････････････････････････････････････････････････16 
    （セグメント情報）･････････････････････････････････････････････････････････････････17 
    （１株当たり情報）･････････････････････････････････････････････････････････････････18 
    （重要な後発事象）･････････････････････････････････････････････････････････････････18 
５．個別財務諸表･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････19 
（１）貸借対照表･････････････････････････････････････････････････････････････････････････19 

 （２）損益計算書･････････････････････････････････････････････････････････････････････････21 
 （３）株主資本等変動計算書･･･････････････････････････････････････････････････････････････22 
 （４）継続企業の前提に関する注記･････････････････････････････････････････････････････････25 
６．その他･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････25 
（１）役員の異動･････････････････････････････････････････････････････････････････････････25 

 
※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料・動画等に

ついては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 
・平成 23 年５月 13 日（金）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

日新製鋼㈱（5407）平成23年３月期決算短信

－1－



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、アジア向けの堅調な需要や政府による景気対策などを背景に緩やかな回復基調で

推移しておりましたが、円高の進行や景気対策縮小などの影響により、当期後半から昨年末にかけて足踏

み状態となりました。また、その後は海外経済の改善などもあり景気に持ち直しの兆しも散見され始めた

ところ、本年 3 月 11 日に発生した東日本大震災が東北地方を中心に未曽有の大被害をもたらし、経済活動

全般に重大な影響を与えることとなりました。 

鉄鋼業界におきましても、当期前半の需要は輸出に牽引される形で総じて堅調に推移したものの、その

後は円高が一層進行し、鋼材の輸出や、海外マーケットに展開する自動車、電機など主要な需要分野の活

動水準にも影響を及ぼす展開となりました。また、引き続き増大する新興国の鉄鋼生産により世界的に原

料需給が逼迫する中、豪州で発生した大洪水により石炭の供給が減少し価格が高騰するなど、厳しい状況

が続いてまいりました。 

このような環境のもと、当社グループは、収益基盤の強化に向け継続してきた合理化・総コスト削減活

動を一層強力に推進する一方、当社グループの総合力を活かした積極的な需要開発活動を行ってまいりま

した。また、当期を初年度とする 22 号中期連結経営計画で掲げた「事業競争力の強化」と「新しいマーケ

ットの開発と成長分野への重点投資」の早期実現を目指し、重要な経営テーマ毎に部門横断的なプロジェ

クト・チームを設置して精力的に検討を行い、具体化したものから実行に移してまいりました。 

まず製造面では、建材分野から自動車・電機分野などに用途を拡大してきた高耐食溶融めっき鋼板  

「ＺＡＭ（ザム）」について、新エネルギーや環境分野、海外マーケットへの展開など、今後の当社グルー

プの成長を担う重要な戦略商品であることから、新たに市川製造所でも生産すべく設備改造に着手いたし

ました。また、お客様から高い評価をいただいている高機能塗装鋼板「ＳＥＬⅰＯＳ（セリオス）」について

も、新たに堺製造所での生産を決定する一方、グループ会社の日新総合建材株式会社で行っている塗装鋼

板の生産を当社市川製造所に集約するなど、グループ一体となった効率的な生産体制の構築と商品供給体

制の充実を図ってまいりました。 

販売・開発面においては、鉄鉱石・石炭の価格が四半期毎に改定されることを受け、お客様のご理解を

得ながら原料価格の変動を販売価格へと適正に反映する活動を推進するとともに、当社グループの技術力

やソリューション力をお客様に体感していただき、お客様とのコミュニケーションを通じて新たな開発に

繋げていくＦ-Ｔｅｃｈ．Ｐｌａｚａ（エフ・テック・プラザ）などを活用しながら、当社グループの基本である  

「お客様とともにマーケットを創造する活動」を強力に推進してまいりました。また、昨年 11 月にはアセ

アンステンレス市場開発室を新設し、世界の自動車、電機メーカーなどの進出により今後もマーケットの

成長とニーズの高度化が見込まれるアセアン地域において、新たなマーケット開発と需要創造に向けたき

め細かな活動を行ってまいりました。 

こうした取組みのもと、当期の連結業績につきましては、円高による輸出環境の悪化や原燃料価格の高

騰などマイナス要因はあったものの、合理化・総コスト削減活動の徹底や更なる用途開発の推進など、収

益の確保に向けた諸活動に当社グループ一丸となって取り組んだ結果、連結売上高は 5,453億 53百万円（対

前期 1,038 億 66 百万円増）、連結経常利益は 185 億 36 百万円（対前期 723 億 10 百万円増）、連結当期純利

益は 120 億 48 百万円（対前期 737 億 65 百万円増）となり、対前期で大幅な増収増益を達成いたしました。

なお、東日本大震災による被害が発生したことから、災害による損失として、12 億 29 百万円の特別損失

を計上しております。 

当社単独の業績につきましては、売上高 4,370 億 45 百万円、経常利益 135 億 46 百万円、当期純利益 103

億 17 百万円となりました。 

 

今後のわが国経済は、東日本大震災からの復興に向け国を挙げて取り組んでいくことになりますが、未

曾有の震災により社会基盤が受けた打撃は計り知れないものがあり、現時点では先行きを見通すことが困

難な状況にあります。 

鉄鋼業界におきましても、自動車や電機など主要な需要分野における生産休止や減産などの影響は避け

られず、また、今後も想定される東北・関東地域の電力不足が操業面や鋼材需要の回復に与える影響など

不確定な要素も多いことから、当面は震災からの復興に向けて手探りの状況が続くものと思われます。 

こうした経営環境のもと、当社グループは、社会基盤を支える企業グループとして、まずは混乱した状

況にあってもお客様が求める商品を確実にお届けすべく万全の体制を整えることに注力するとともに、部

門横断的に検討してきた 22 号中期連結経営計画の重要テーマの具現化・実行に向けてアクセルを強く踏

み込み、グループ全体の事業基盤強化とお客様とのマーケット創造に一層積極的に取り組んでまいります。 

まず、東日本大震災からの早期復興に貢献すべく、グループ一丸となって全力を傾注していく所存であ
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り、省資源、省エネルギー、長寿命などの高い機能性を備えた環境に優しいエコマテリアルをラインナッ

プに持つ鉄鋼メーカーとして、節電・省エネルギーに努めながら迅速かつ確実に商品を提供してまいりま

す。そのためにも、足下の重要課題である原料需給の逼迫による価格高騰や高品位原料の枯渇に適切に対

処していく必要があり、安価な原料の使用拡大とその供給元の確保、物流の合理化や在庫水準の見直しな

どの諸施策を、購買・製造・販売など各部門が連携して推進し、原燃料の一層の効率的な使用に努めてま

いります。 

製造面においては、投資案件を厳選しつつ、コスト低減や省エネルギー、環境改善、品質向上など事業

競争力の強化に繋がる案件について引き続き積極的に取り組んでまいります。また平成 23 年度には、生産

効率および品質の向上を目指した呉製鉄所の熱間圧延設備と周南製鋼所の冷間圧延設備のリフレッシュ工

事が完工する予定であり、かかる設備の安定稼働を通じて品質・コスト両面における競争力を一層高め、

お客様が必要とする商品を柔軟かつタイムリーに提供する体制を着実に構築してまいります。 

当社グループは、お客様とともに新しい分野に挑戦していく活動の積み重ねこそが、当社グループの新

たな成長の礎となり、ひいては社会の要請にお応えすることになると考えております。そこで、販売・開

発面においては、表面処理、ステンレス、特殊鋼など当社グループの特徴ある商品群を最大限活用し、お

客様の省資源・省エネルギーに繋がる開発提案を積極的に行うなど、社会に貢献しながら新たな需要を生

み出すマーケット創造活動に引き続き注力してまいります。さらに、今後も成長が見込まれる情報通信分

野、太陽光発電や電気・ハイブリッド自動車などの環境・新エネルギー分野についても、当社グループの

総合力を発揮して着実に需要開発を行ってまいります。 

拡大する海外マーケットにおいては、販売・開発活動の強化やアライアンスの深化・拡大などの取

組みを強力に推進してまいります。ステンレスグローバル戦略の一環として、スペインのＡｃｅｒｉｎｏｘ，  

Ｓ．Ａ．（アセリノックス）と共同でマレーシアに設立したステンレス冷延の合弁会社Ｂａｈｒｕ Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ    

ＳＤＮ．ＢＨＤ．（バル・ステンレス）は、本年中に営業生産を本格化する予定であり、既に第 2 期拡張工事

も決定しております。また、本年 1 月にシンガポール事務所をＮＩＳＳＨＩＮ ＳＴＥＥＬ ＡＳＩＡ ＰＴＥ．ＬＴＤ．

（ニッシンスチール・アジア）に現地法人化して販売・開発機能を強化しており、ステンレスやＺＡＭ、特

殊鋼などの戦略商品について、国内と同様にお客様のニーズに迅速かつきめ細かく対応してまいります。

さらに、自動車用途など急速に鋼材需要が拡大するインドにおいては、現地パートナーとの鋼管製造合弁

会社ＡＮＳ Ｓｔｅｅｌ Ｔｕｂｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（エーエヌエス・スチール・チューブ）が、普通鋼鋼管に加えてステン

レス鋼管の製造も本格的に開始する予定です。こうした取組みに加え、中国ステンレス市場で存在感を増

す寧波宝新不銹鋼有限公司や、米国で表面処理鋼板を製造しているＷｈｅｅｌｉｎｇ-Ｎｉｓｓｈｉｎ，Ｉｎｃ．（ウィーリン

グ・ニッシン）など、世界の主要なマーケットで事業を展開する拠点を最大限活用しながら、海外成長市

場への着実な対応を図ってまいります。 

 

この度の震災により非常に多くの方々が被災されており、社会全体が受けたかつてないダメージを克服

するには相当の期間を要すると思われます。このような状況下において、当社グループは震災からの早期

復興に向けて貢献していくとともに、経営理念である「現在と未来のお客様、株主、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

する企業として事業活動に取り組んでまいります。また、社員一人ひとりが社会の一員であることを強く

意識し、これまで実施してきたリスクマネジメント活動やコンプライアンス・ファーストの取組み、さら

には地球環境問題への対応など、企業経営の根幹となる取組みについても、より一層強化してまいります。 

 

 

（次期の見通し） 

 次期の業績予想につきましては、東日本大震災に伴う被害や電力不足等が、日本経済全体に与える影響を

見通すことが現時点で困難であり、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、たな卸資産の増加（140 億円）、受取手形及び売掛金の増加（189 億円）、現金及び預

金の減少（△233 億円）、有形固定資産の減少（△159 億円）等があり、前連結会計年度末（平成 22 年３

月末）より 64 億円減少し、6,638 億円となりました。 
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   負債は、支払手形及び買掛金の増加（95 億円）、有利子負債の減少（△149 億円）等により、前連結会

計年度末より 62 億円減少し、4,587 億円となりました。純資産は、当期純利益（120 億円）、その他有価

証券評価差額金の減少（△50 億円）等があり、前連結会計年度末より 2 億円減少し、2,050 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（148 億円）、減価償却費（384 億円）、売上債権の増加（△191 億円）等が

あり、244 億円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  有形固定資産の取得（△251 億円）等により、301 億円の支出となり、フリー・キャッシュフローは   

△56 億円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  有利子負債の減少（△149 億円）等により、160 億円の支出となりました。 

 

 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 233 億円減少し、183 億円となりました。 

 

  [ 財務指標の推移 ] 

 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 平成23年３月期

自己資本比率（％） 45.4 43.5 35.3 29.7 29.9

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
56.9 38.2 20.6 26.3 24.4

キャッシュ・フロー対有利 

子負債比率（％） 
332.7 823.6 1,109.2 1,156.5 1,158.2

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
22.4 10.2 7.9 6.7 3.8

   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 2 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  

2 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。 
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２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成 22 年６月 25 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。 

 

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』を策定しております。 

 

 

 なお、『22 号中期連結経営計画』は、平成 22 年３月期決算短信（平成 22 年４月 28 日開示）によって開

示を行った内容から重大な変更がないため、詳細の開示は省略いたします。当該決算短信は当社ホームペー

ジおよび東京証券取引所ホームページ、『22 号中期連結経営計画』の内容は当社ホームページで、それぞ

れご覧いただけます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.nisshin-steel.co.jp/ 

  （東京証券取引所ホームページ 上場会社情報検索） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 41,764 18,388

受取手形及び売掛金 71,608 90,597

有価証券 － 126

たな卸資産 119,574 133,628

繰延税金資産 3,806 4,190

その他 10,645 19,046

貸倒引当金 △627 △650

流動資産合計 246,771 265,328

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 76,532 72,665

機械装置及び運搬具（純額） 116,007 104,625

工具、器具及び備品（純額） 4,542 3,799

土地 56,951 56,937

建設仮勘定 2,555 2,640

有形固定資産合計 256,589 240,668

無形固定資産 9,560 8,745

投資その他の資産   

投資有価証券 114,604 104,706

繰延税金資産 4,486 6,598

その他 37,785 37,465

貸倒引当金 △639 △571

投資その他の資産合計 156,236 148,198

固定資産合計 422,387 397,612

繰延資産   

社債発行費 1,191 926

繰延資産合計 1,191 926

資産合計 670,350 663,867
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 75,977 85,512

短期借入金 34,073 66,207

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

環境対策引当金 191 12

災害損失引当金 － 1,169

事業構造改善引当金 － 319

その他 42,527 39,450

流動負債合計 162,769 202,672

固定負債   

社債 110,000 100,000

長期借入金 143,813 106,695

繰延税金負債 1,068 1,064

退職給付引当金 31,629 31,549

役員退職慰労引当金 425 407

特別修繕引当金 11,648 12,151

環境対策引当金 837 827

その他 2,856 3,403

固定負債合計 302,279 256,099

負債合計 465,048 458,772

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 84,637 95,711

自己株式 △26,431 △26,440

株主資本合計 188,012 199,077

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,202 8,115

繰延ヘッジ損益 181 50

土地再評価差額金 291 314

為替換算調整勘定 △2,340 △8,784

その他の包括利益累計額合計 11,334 △303

少数株主持分 5,955 6,322

純資産合計 205,301 205,095

負債純資産合計 670,350 663,867
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 441,486 545,353

売上原価 441,805 477,422

売上総利益又は売上総損失（△） △319 67,931

販売費及び一般管理費 42,909 43,987

営業利益又は営業損失（△） △43,228 23,943

営業外収益   

受取利息 313 197

受取配当金 867 1,137

持分法による投資利益 － 5,928

その他 1,615 1,151

営業外収益合計 2,796 8,414

営業外費用   

支払利息 5,119 6,437

出向者労務費差額負担 2,057 1,704

退職給付費用 2,240 1,553

為替差損 756 1,459

持分法による投資損失 664 －

その他 2,505 2,668

営業外費用合計 13,342 13,822

経常利益又は経常損失（△） △53,774 18,536

特別損失   

固定資産除売却損 1,203 910

投資有価証券評価損 － 1,053

災害による損失 － 1,229

事業構造改善費用 － 478

関係会社株式売却損 1,780 －

課徴金等 5,580 －

特別損失合計 8,564 3,671

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△62,339 14,864

法人税、住民税及び事業税 910 2,133

法人税等調整額 △1,944 232

法人税等合計 △1,033 2,366

少数株主損益調整前当期純利益 － 12,497

少数株主利益 410 449

当期純利益又は当期純損失（△） △61,716 12,048
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 12,497

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △5,120

繰延ヘッジ損益 － △54

為替換算調整勘定 － △1,372

持分法適用会社に対する持分相当額 － △5,154

その他の包括利益合計 － ※2  △11,702

包括利益 － ※1  795

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 387

少数株主に係る包括利益 － 407
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 151,118 84,637

当期変動額   

剰余金の配当 △2,716 △905

当期純利益又は当期純損失（△） △61,716 12,048

持分の変動 △1,981 －

土地再評価差額金の取崩 △59 △23

その他 △6 △46

当期変動額合計 △66,480 11,073

当期末残高 84,637 95,711

自己株式   

前期末残高 △26,422 △26,431

当期変動額   

自己株式の取得 △9 △8

その他 △0 －

当期変動額合計 △9 △8

当期末残高 △26,431 △26,440

株主資本合計   

前期末残高 254,502 188,012

当期変動額   

剰余金の配当 △2,716 △905

当期純利益又は当期純損失（△） △61,716 12,048

自己株式の取得 △9 △8

持分の変動 △1,981 －

土地再評価差額金の取崩 △59 △23

その他 △7 △46

当期変動額合計 △66,490 11,064

当期末残高 188,012 199,077
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,145 13,202

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,056 △5,086

当期変動額合計 9,056 △5,086

当期末残高 13,202 8,115

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 696 181

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △515 △130

当期変動額合計 △515 △130

当期末残高 181 50

土地再評価差額金   

前期末残高 231 291

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 59 23

当期変動額合計 59 23

当期末残高 291 314

為替換算調整勘定   

前期末残高 △4,468 △2,340

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,128 △6,444

当期変動額合計 2,128 △6,444

当期末残高 △2,340 △8,784

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 605 11,334

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,729 △11,637

当期変動額合計 10,729 △11,637

当期末残高 11,334 △303

少数株主持分   

前期末残高 5,533 5,955

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 422 367

当期変動額合計 422 367

当期末残高 5,955 6,322
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 260,640 205,301

当期変動額   

剰余金の配当 △2,716 △905

当期純利益又は当期純損失（△） △61,716 12,048

自己株式の取得 △9 △8

持分の変動 △1,981 －

土地再評価差額金の取崩 △59 △23

その他 △7 △46

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,151 △11,270

当期変動額合計 △55,339 △205

当期末残高 205,301 205,095
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△62,339 14,864

減価償却費 39,010 38,480

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,542 △80

前払年金費用の増減額（△は増加） △459 △1,132

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 470 503

持分法による投資損益（△は益） 664 △5,928

受取利息及び受取配当金 △1,181 △1,334

支払利息 5,119 6,437

課徴金等 5,580 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,203 910

売上債権の増減額（△は増加） △14,554 △19,154

たな卸資産の増減額（△は増加） 57,998 △14,325

仕入債務の増減額（△は減少） △9,009 9,686

その他 7,792 △1,670

小計 28,753 27,255

利息及び配当金の受取額 2,748 4,459

利息の支払額 △3,833 △6,403

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） 3,668 △885

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,757 24,426

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 △210 △1,091

投資有価証券の売却による収入 923 197

関係会社株式の取得による支出 △1,403 △1,334

関係会社株式の売却による収入 1,069 0

有形固定資産の取得による支出 △27,953 △25,145

有形固定資産の売却による収入 106 145

その他 △2,518 △2,891

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,986 △30,118

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） △36,450 △710

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △33,000 －

長期借入れによる収入 24,775 2,500

長期借入金の返済による支出 △3,738 △6,737

社債の発行による収入 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 △9 △8

配当金の支払額 △2,729 △934

その他 △127 △183

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,396 △16,074

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,034 △1,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,133 △23,375

現金及び現金同等物の期首残高 39,626 41,759

現金及び現金同等物の期末残高 41,759 18,383
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(５)継続企業の前提に関する注記 (５)継続企業の前提に関する注記

 　　該当事項はありません。

 (６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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 シン ホ ルディング インク月星商事(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． ほか寧波 新不銹鋼有限公司、 リノック ， 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

 (７)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

１．「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　　当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年３月10日公表分）及び

  「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）を適用

　 しております。 

    これによる影響額はありません。

２．資産除去債務に関する会計基準の適用

　　当連結会計年度より、「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。

　  これによる、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響額は軽微であります。

３．企業結合に関する会計基準等の適用

　　当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「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）、「『研究開発費等に係る会計基準』

　の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

　第７号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日公表分）
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　及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号  平成20年　

　12月26日）を適用しております。

　　なお、「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）の適用に伴い、連結

　子会社の資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価評価法に変更しております。

　  この変更による影響額は軽微であります。

 (８)表示方法の変更

  （連結損益計算書）

  　当連結会計年度より、「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

　づき、「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）を適用し、「少数　

　株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。

   なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成22年６月25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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 (９)連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

　　当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

　　※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

　　　　　親会社株主に係る包括利益 △ 51,047 百万円

　　　　　少数株主に係る包括利益 462

　　　　 　 計 △ 50,584

　　※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

　　　　　その他有価証券評価差額金 9,127 百万円

　　　　　繰延ヘッジ損益 △ 559

　　　　　為替換算調整勘定 120

　　　　　持分法適用会社に対する持分相当額 2,031

　　　　 　 計 10,721

　　（追加情報）

　　　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）

　　を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」および「その他の包括利益累計額合計」の前連

　　結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」および「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

　　前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

　　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　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

　　前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

　　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

　　前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

 百万円  百万円  百万円  百万円

項         目 北    米 計東アジア そ の 他

（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

Ⅰ 海外売上高 26,842 45,810 20,690 93,342

Ⅱ 連結売上高 441,486

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

　　　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。

４．セグメント情報情報

　　当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

　　　　当社グループは、鉄鋼事業の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載を省略して

　　　おります。

（追加情報）

　　当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

　年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

　20号　平成20年３月21日）を適用しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額又は純損失金額（△）

（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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

当期純利益又は純損失（△）（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利益又は純損失（△）（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。

　　９０３，８０６ 　９０３，８５４

　 △　６１，７１６

－

　　　１２，０４８

－

　　　１２，０４８

前　期

　 (21.4.1～22.3.31)

　 △　６１，７１６

前　期

　 (21.4.1～22.3.31)

２２０．５６円

  △　６８．２８円

当　期

　 (22.4.1～23.3.31)

当　期

　 (22.4.1～23.3.31)

　２１９．９４円

　　１３．３３円
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,113 13,218

受取手形 0 3

売掛金 44,013 60,621

たな卸資産 106,087 119,835

前渡金 2,046 8,787

前払費用 1,117 955

繰延税金資産 2,616 3,127

短期貸付金 8,416 9,958

その他 5,892 6,277

貸倒引当金 △249 △253

流動資産合計 204,054 222,531

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 45,571 43,590

構築物（純額） 21,768 20,015

機械及び装置（純額） 108,564 97,930

車両運搬具（純額） 117 120

工具、器具及び備品（純額） 3,784 3,164

土地 46,666 46,665

建設仮勘定 1,942 2,594

有形固定資産合計 228,416 214,083

無形固定資産   

ソフトウエア 6,032 5,668

施設利用権 502 401

無形固定資産合計 6,534 6,070

投資その他の資産   

投資有価証券 64,785 56,919

関係会社株式 53,942 54,671

出資金 155 144

関係会社出資金 9,509 9,647

従業員に対する長期貸付金 34 32

関係会社長期貸付金 10,810 9,050

破産更生債権等 2 2

長期前払費用 390 333

繰延税金資産 1,274 3,543

前払年金費用 16,603 17,719

その他 5,879 5,700

貸倒引当金 △162 △169

投資その他の資産合計 163,223 157,594

固定資産合計 398,174 377,748

繰延資産   

社債発行費 1,191 926

繰延資産合計 1,191 926

資産合計 603,420 601,206
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 5,502 6,055

買掛金 42,386 51,701

短期借入金 31,366 65,076

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

リース債務 61 87

未払金 16,124 11,497

未払費用 23,851 24,648

未払法人税等 － 260

預り金 1,310 1,322

前受収益 5 0

環境対策引当金 190 12

災害損失引当金 － 1,071

事業構造改善引当金 － 319

その他 2,060 1,489

流動負債合計 132,860 173,542

固定負債   

社債 110,000 100,000

長期借入金 142,400 105,200

リース債務 185 202

退職給付引当金 27,818 27,384

役員退職慰労引当金 56 56

特別修繕引当金 11,648 12,151

環境対策引当金 814 805

その他 20 20

固定負債合計 292,944 245,821

負債合計 425,805 419,363

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 79 59

海外投資等損失準備金 56 56

固定資産圧縮積立金 1,990 1,744

繰越利益剰余金 44,396 54,075

利益剰余金合計 60,406 69,818

自己株式 △25,941 △25,950

株主資本合計 164,271 173,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,155 8,035

繰延ヘッジ損益 186 132

評価・換算差額等合計 13,342 8,167

純資産合計 177,614 181,843

負債純資産合計 603,420 601,206
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 345,197 437,045

売上原価 360,731 385,995

売上総利益又は売上総損失（△） △15,533 51,049

販売費及び一般管理費 30,723 31,552

営業利益又は営業損失（△） △46,256 19,497

営業外収益   

受取利息 325 240

受取配当金 4,488 6,276

その他 1,208 568

営業外収益合計 6,022 7,086

営業外費用   

支払利息 2,688 2,803

社債利息 2,210 3,399

出向者労務費差額負担 2,057 1,704

退職給付費用 2,138 1,561

為替差損 747 1,450

その他 2,437 2,117

営業外費用合計 12,280 13,037

経常利益又は経常損失（△） △52,514 13,546

特別損失   

固定資産除売却損 1,128 836

投資有価証券評価損 － 1,053

災害による損失 － 1,084

事業構造改善費用 － 319

関係会社株式等評価損 1,080 －

課徴金等 5,580 －

特別損失合計 7,789 3,293

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △60,303 10,252

法人税、住民税及び事業税 △334 28

法人税等調整額 △1,891 △92

法人税等合計 △2,225 △64

当期純利益又は当期純損失（△） △58,077 10,317
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 107 79

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △27 △20

当期変動額合計 △27 △20

当期末残高 79 59

海外投資等損失準備金   

前期末残高 56 56

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 56 56

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 2,294 1,990

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △304 △246

当期変動額合計 △304 △246

当期末残高 1,990 1,744
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 104,858 44,396

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 27 20

固定資産圧縮積立金の取崩 304 246

剰余金の配当 △2,716 △905

当期純利益又は当期純損失（△） △58,077 10,317

当期変動額合計 △60,462 9,678

当期末残高 44,396 54,075

利益剰余金合計   

前期末残高 121,200 60,406

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △2,716 △905

当期純利益又は当期純損失（△） △58,077 10,317

当期変動額合計 △60,793 9,412

当期末残高 60,406 69,818

自己株式   

前期末残高 △25,932 △25,941

当期変動額   

自己株式の取得 △9 △8

当期変動額合計 △9 △8

当期末残高 △25,941 △25,950

株主資本合計   

前期末残高 225,075 164,271

当期変動額   

剰余金の配当 △2,716 △905

当期純利益又は当期純損失（△） △58,077 10,317

自己株式の取得 △9 △8

当期変動額合計 △60,803 9,403

当期末残高 164,271 173,675
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 4,323 13,155

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,832 △5,120

当期変動額合計 8,832 △5,120

当期末残高 13,155 8,035

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 746 186

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △559 △54

当期変動額合計 △559 △54

当期末残高 186 132

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,069 13,342

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,273 △5,174

当期変動額合計 8,273 △5,174

当期末残高 13,342 8,167

純資産合計   

前期末残高 230,144 177,614

当期変動額   

剰余金の配当 △2,716 △905

当期純利益又は当期純損失（△） △58,077 10,317

自己株式の取得 △9 △8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,273 △5,174

当期変動額合計 △52,530 4,228

当期末残高 177,614 181,843
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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23年３月４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23年4月28日

◇平成22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）

H21年度H22年度

4-9月 10-3月

（億円）
H21年度 差異 前回見通し 4-9月対10-3月

4-9月 10-3月 差異 差異

a b c d c-d e c-e b-a
2,760 2,693 5,453 4,414 1,039 5,400 53 ▲ 67

148 91 239 ▲ 432 671 220 19 ▲ 57
117 68 185 ▲ 537 722 180 5 ▲ 49
94 26 120 ▲ 617 737 120 0 ▲ 68

10.51 2.82 13.33 ▲ 68.28 81.61 13.28 0.05 ▲ 7.69

60 20 80 ▲ 265 345 90 ▲ 10 ▲ 40
57 48 105 ▲ 272 377 90 15 ▲ 9

(ステンレス業績・単独／上記の内数)
700 700 1,400 1,150 250 1,400 0 0
50 30 80 ▲ 165 245 80 0 ▲ 20

20 0 20 ▲ 115 135 25 ▲ 5 ▲ 20
30 30 60 ▲ 50 110 55 5 0

H22年度

売 上 高
営業利益

当期純利益
経常利益

実力ﾍﾞｰｽ経常利益

経常利益
売 上 高

1株当たり当期純利益（円）

在庫評価

在庫評価
実力ﾍﾞｰｽ経常利益

  ３．経常利益差異内訳（億円）
　　①　H21年度通期実績 対 H22年度通期実績

通期 通期
 粗鋼生産量 （万㌧） 192 190 382 332
  うちステンレス 28 29 57 54
 販売数量 （万㌧） 184 175 359 334
  うちステンレス 25 25 50 48
 鋼材平均単価 （千円／㌧） 119 125 122 105
 輸出比率 （金額ﾍﾞｰｽ，％） 16 15 16 19
 輸出為替ﾚｰﾄ （円／㌦） 89 82 86 92
 外貨ﾊﾞﾗﾝｽ（百万㌦）＊入超 636 853 1,489 625

4 9月 10 3月

（億円） (ステンレス単独)

▲ 537 ▲ 165

販売関連 800 270

購買関連 ▲ 615 ▲ 190

コスト改善等 107 30

子会社等 85 -        

在庫評価 345 135

計 722 245

185 80

輸出為替ﾚｰﾄ（92→86円/$） FeNi（6.7→9.9$/Lb） FeCr（93→132￠/Lb）

H22年度通期（実績）

H21年度通期（実績）

価格差 560､数量構成差 240変

動

要

因

ｳｨｰﾘﾝｸﾞﾆｯｼﾝ 10､国内連子 10､持分 65

▲265→80　（内ｽﾃﾝﾚｽ▲115→20）

合理化・為替等

変動要因

石炭▲100､鉄鉱石▲280､ﾆｯｹﾙ原料▲120､ｸﾛﾑ▲50



(2/3)
 　②　H22年度通期 前回(2月)見通し 対 実績

 　③　H22年度 4-9月実績 対 10-3月実績

（億円） (ステンレス単独)

180 80

販売関連 5 0

購買関連 0 0

コスト改善等 5 5

子会社等 5 -        

在庫評価 ▲ 10 ▲ 5

計 5 0

185 80

輸出為替ﾚｰﾄ（87→86円/$） FeNi（9.9→9.9$/Lb） FeCr（132→132￠/Lb）

90→80　（内ｽﾃﾝﾚｽ 25→20）

H22年度通期(実績)

H22年度通期(前回見通し) 変動要因

変

動

要

因

数量構成差 5

合理化等

国内連子 5

（億円） (ステンレス単独)

117 50

販売関連 65 25

購買関連 ▲ 140 ▲ 35

コスト改善等 71 10

子会社等 ▲ 5 -        

在庫評価 ▲ 40 ▲ 20

計 ▲ 49 ▲ 20

68 30

H22年度4-9月(実績) 変動要因

変

動

要

因

価格差 80､数量構成差▲15

石炭▲15､鉄鉱石▲80､ﾆｯｹﾙ原料▲20､ｸﾛﾑ▲10

合理化・為替等

ｳｨｰﾘﾝｸﾞﾆｯｼﾝ▲10､国内連子▲5､持分 10

60→20　（内ｽﾃﾝﾚｽ 20→0）

H22年度10-3月(実績)

  ４．平成23年3月期の株主還元
〔配当〕
 　　期末配当：１株につき２円＜年間２円＞

＊前年度実績：年間１円

  ５．財政状況等
　 ①　連結貸借対照表

（億円）

対22/3末 対22/3末

現預金 183 ▲ 233 有利子負債 2,829 ▲ 149
売上債権 905 189 繰延税金負債 10 ▲   0
たな卸資産 1,336 140 その他の負債 1,748 87
その他流動資産 185 85  負債合計 4,587 ▲ 62
有形・無形固定資産 2,494 ▲ 167 資本金・資本剰余金 1,298 -
繰延税金資産 107 24 利益剰余金 957 110
投資等 1,425 ▲ 104 自己株式 ▲ 264 ▲   0

その他の
包括利益累計額
少数株主持分 63 3

 純資産合計 2,050 ▲ 2
6,638 ▲ 64 6,638 ▲ 64

▲ 116

連結

資産合計 負債・純資産合計

（ 借  方 ） 連結 （ 貸  方 ）

▲ 3

68 30

輸出為替ﾚｰﾄ（89→82円/$） FeNi（9.6→10.2$/Lb） FeCr（127→138￠/Lb）

年度 月(実績)



(3/3)
  　②　連結キャッシュ・フロー

    ＜参考１＞設備投資・減価償却費および有利子負債・D/Eレシオ推移
①設備投資額（検収ベース）・減価償却費 （億円）

H21年度
4-9月 10-3月 通期

設備投資額（有形のみ） 284 102 101 203
減価償却費 390 195 189 384

②有利子負債額・D/Eレシオ推移
H22/3末 H22/6末 H22/9末 H22/12末 H23/3末

有利子負債(億円) 2 978 2 974 2 938 2 891 2 829

H22年度

（億円）

H22年度 主な内容 H21年度

　税引前純利益 148

　減価償却費 384

　売上債権増加 ▲ 191

　たな卸資産増加 ▲ 143

　仕入債務増加 96

　有形固定資産取得 ▲  251

　投資有価証券・

　関係会社株式の取得

　有利子負債減少 ▲  149

　配当金支払 ▲    9
▲ 160

▲ 301

244

▲   24
▲ 299

257

417

73

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

183

    ＜参考２＞四半期業績推移（億円）

 有利子負債(億円) 2,978 2,974 2,938 2,891 2,829
 Ｄ／Ｅレシオ 1.49 1.55 1.50 1.42 1.42
       〃　　(格付ﾍﾞｰｽ) ※ 1.22 1.26 1.21 1.16 1.15
※ 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

1Q 2Q 4-9月 3Q 4Q 10-3月 通期

連結売上高 1,328 1,432 2,760 1,310 1,383 2,693 5,453

連結営業利益 43 105 148 52 39 91 239

連結経常利益 16 101 117 46 22 68 185

連結当期純利益 3 91 94 34 ▲ 8 26 120

連結在庫評価 40 20 60 25 ▲ 5 20 80

連結経常利益<実力ﾍﾞｰｽ> ▲ 24 81 57 21 27 48 105

H22年度
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