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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年3月期第1四半期 46,964 19.9 11 ― 117 ― 257 ―
23年3月期第1四半期 39,164 47.6 △1,216 ― △1,066 ― △1,768 ―

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

24年3月期第1四半期 1.73 ―
23年3月期第1四半期 △11.87 ―

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

24年3月期第1四半期 319,525 235,153 73.6 1,578.46
23年3月期 313,202 235,781 75.3 1,582.68
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  235,153百万円 23年3月期  235,781百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 90,000 13.7 0 ― 0 ― 0 ― 0.00
通期 202,000 35.6 3,000 ― 3,000 ― 2,000 ― 13.42



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 155,064,249 株 23年3月期 155,064,249 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 6,087,721 株 23年3月期 6,087,693 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 148,976,536 株 23年3月期1Q 148,977,444 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．平成23年４月20日に公表しました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも本資料において見直しております。 
２．上記予想の内容は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績は主原
料である鉄スクラップ価格、鋼材の市況等により大きく変動する可能性があります。なお、上記１に係る業績予想の見直しの内容は、［添付資料］Ｐ．２「１．当四
半期決算に関する定性的情報」（３）業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

    当第１四半期におきましては、製品販売価格が期初の予想に届かず、売上高は想定を下回ったものの、主

原料である鉄スクラップ価格も下落したため、期間の利益は概ね想定どおり推移しました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

    当第１四半期の資産合計残高は、主として有価証券の増加等により、前事業年度末比で6,322百万円増加

し、319,525 百万円となっております。負債合計残高は、前事業年度末比で 6,950 百万円増加し、84,371

百万円となっております。純資産合計残高は、その他有価証券評価差額金が減少した結果、235,153百万円

となっております。 

 

 （３）業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、国内の建材需要は、東日本大震災の復興需要もあって、下期以降徐々に回

復してくると予想されますが、７月～９月期においては、円高の影響もあって製品販売価格の値戻しは遅れ

ると懸念されます。このような情勢のもと、当社といたしましては、全社を挙げて一層のコスト削減に注力

してまいります。 

なお、以上のような次第により、４月20日に発表いたしました第２四半期累計期間及び通期の売上高予想

を見直しいたします。 

 



２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,713 7,893

受取手形及び売掛金 18,493 24,390

有価証券 32,000 37,000

商品及び製品 11,076 12,953

原材料及び貯蔵品 10,659 9,031

その他 1,642 861

貸倒引当金 △18 △24

流動資産合計 81,567 92,105

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 35,223 34,888

機械及び装置（純額） 119,918 117,596

土地 33,359 33,359

建設仮勘定 12,646 12,328

その他（純額） 18,550 18,255

有形固定資産合計 219,698 216,429

無形固定資産 1,491 1,371

投資その他の資産 10,445 9,619

固定資産合計 231,635 227,420

資産合計 313,202 319,525



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,774 27,229

未払金 5,453 3,636

未払費用 6,267 8,029

未払法人税等 77 39

賞与引当金 359 116

災害修繕損失引当金 690 495

その他 255 453

流動負債合計 37,877 40,000

固定負債   

長期借入金 30,000 35,000

退職給付引当金 4,220 4,114

役員退職慰労引当金 273 186

その他 5,049 5,070

固定負債合計 39,543 44,371

負債合計 77,420 84,371

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,894 30,894

資本剰余金 28,844 28,844

利益剰余金 178,350 178,160

自己株式 △6,462 △6,462

株主資本合計 231,626 231,436

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,155 3,717

評価・換算差額等合計 4,155 3,717

純資産合計 235,781 235,153

負債純資産合計 313,202 319,525



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(平成22年４月１日から 
 平成22年６月30日まで) 

当第１四半期累計期間 
(平成23年４月１日から 
 平成23年６月30日まで) 

売上高 39,164 46,964

売上原価 36,973 43,419

売上総利益 2,191 3,544

販売費及び一般管理費 3,407 3,532

営業利益又は営業損失（△） △1,216 11

営業外収益   

受取利息 40 16

受取配当金 90 145

為替差益 30 2

その他 111 79

営業外収益合計 273 242

営業外費用   

支払利息 30 37

売上割引 69 80

その他 22 19

営業外費用合計 122 136

経常利益又は経常損失（△） △1,066 117

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 35 88

災害による損失 － 37

臨時損失 443 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 217 －

特別損失合計 696 125

税引前四半期純損失（△） △1,762 △8

法人税、住民税及び事業税 6 6

法人税等還付税額 － △271

法人税等合計 6 △265

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,768 257



 

（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。 

 

３.補足情報 

（比較生産高） 

期別 

品目 

前第１四半期累計期間 

平成22年 4月 1日から 

平成22年 6月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成23年 4月 1日から 

平成23年 6月30日まで 

 千トン 千トン

鋼  片 620     725     

鋼  材 568     684     

 

（比較販売高） 

期別 

 

品目 

前第１四半期累計期間 

平成22年 4月 1日から 

平成22年 6月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成23年 4月 1日から 

平成23年 6月30日まで 

数量 単価 金額 数量 単価 金額 

 千トン 千円 百万円 千トン 千円 百万円

鋼材 555   70.5  39,143   637 73.5  46,869 

(うち輸出) (33)  (66.2) (2,207)  (57) (63.6)  (3,687) 

その他 0   25.5  20   2 45.2  94 

(うち輸出) (―)  (―) (―)  (―) (―)  (―) 

計 555   70.4  39,164   639 73.4  46,964 

(うち輸出) (33)  (66.2) (2,207)  (57) (63.6)  (3,687) 

 

（設備投資額等） 

期別 

項目 

前第１四半期累計期間 

平成22年 4月 1日から 

平成22年 6月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成23年 4月 1日から 

平成23年 6月30日まで 

減 価 償 却 費 32億円 40億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
117億円 7億円 
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