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

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 35,024 5.9 714 39.6 830 69.4 504 ―
23年3月期第1四半期 33,082 39.8 512 △49.4 490 △62.2 △2,119 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 167百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △1,249百万円 （―％）

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 3.06 ―
23年3月期第1四半期 △12.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 183,778 94,017 47.8
23年3月期 181,617 94,098 48.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  87,838百万円 23年3月期  87,904百万円

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  
24年３月期の第２四半期末及び期末の配当金額は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 1.50 1.50
24年3月期 ―
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） 
（％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  ：  無   

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) 76,000 19.3 1,800 211.1 2,000 303.7 2,000 ― 12.10
通期 156,000 20.1 4,600 480.9 5,000 549.4 4,600 ― 27.84



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

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 171,452,113 株 23年3月期 171,452,113 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 6,208,160 株 23年3月期 6,206,121 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 165,245,282 株 23年3月期1Q 165,260,830 株



○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・2 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・2 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・2 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・2 

２．四半期連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

(1)  四半期連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

(2)  四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書・・・・5 

(3)  継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・7 

(4)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・7 

３．補足情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

(1)  生産高比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

(2)  売上高比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

 

合同製鐵㈱　(5410)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

―　1　―



１．当四半期決算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１四半期連結累計期間における我が国の経済は、新興国の経済成長等を背景に、緩やかな

回復基調の兆しが見られたものの、３月11日に発生した東日本大震災の影響により景気の先行き

は極めて不透明な状況になっております。 

電炉業界におきましては、震災の影響による国内の建設需要の停滞や、主原料である鉄スクラ

ップ価格の高止まり等により厳しい経営環境が続いております。 

このような中で、鉄スクラップ価格に見合う販売価格改善努力を行った結果、第１四半期連結

累計期間における連結売上高は、前年同四半期比1,941百万円増加の35,024百万円となりまし

た。営業利益は前年同四半期比202百万円増加の714百万円、経常利益は前年同四半期比340百万

円増加の830百万円となりました。四半期純損益は、投資有価証券評価損が191百万円発生したも

のの、前年同四半期比2,624百万円増加の504百万円となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度比2,160百万円増加の183,778百

万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度比3,592百万円増加の68,001百万円、固定資産は、前連結会計年

度比1,432百万円減少の115,776百万円となりました。流動資産の増加は、主として販売価格改善 

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り投資有価証券が減少したことによるものであります。 

②負債 

当第１四半期連結会計期間における負債は前連結会計年度比2,241百万円増加の89,760百万円

となりました。 

流動負債は、前連結会計年度比2,887百万円増加の55,777百万円、固定負債は、前連結会計年

度比645百万円減少の33,983百万円となりました。流動負債の増加は、主として主原料である鉄

スクラップの購入価格が上昇したことにより、支払手形及び買掛金が増加したことによるもので

あります。固定負債の減少は、主として長期借入金の減少によるものであります。 

③純資産 

当第１四半期連結会計期間における純資産は、前連結会計年度比81百万円減少の94,017百万円

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その他有価証券評価差額金が減少し

たことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は前連結連結会計年度の48.4％から47.8％になりました。 

 

(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23年４月28日発表)から修正しておりません。
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,584 4,105

受取手形及び売掛金（純額） 34,172 37,340

有価証券 － 100

商品及び製品 12,632 14,672

仕掛品 420 314

原材料及び貯蔵品 10,219 10,249

その他 1,379 1,218

流動資産合計 64,409 68,001

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 47,016 47,103

減価償却累計額 △30,150 △30,432

建物及び構築物（純額） 16,865 16,671

機械装置及び運搬具 103,515 103,988

減価償却累計額 △82,776 △83,516

機械装置及び運搬具（純額） 20,738 20,472

土地 59,302 59,301

建設仮勘定 237 171

その他 2,089 2,125

減価償却累計額 △1,714 △1,749

その他（純額） 375 375

有形固定資産合計 97,520 96,993

無形固定資産 708 861

投資その他の資産   

投資有価証券 16,535 15,525

長期貸付金 215 205

その他（純額） 2,227 2,190

投資その他の資産合計 18,979 17,921

固定資産合計 117,208 115,776

資産合計 181,617 183,778
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(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 27,301 29,243

短期借入金 18,938 19,703

リース債務 42 39

未払法人税等 99 43

賞与引当金 884 639

災害損失引当金 50 14

その他 5,573 6,093

流動負債合計 52,889 55,777

固定負債   

長期借入金 18,274 17,999

リース債務 51 42

繰延税金負債 1,664 1,421

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824

退職給付引当金 1,691 1,679

役員退職慰労引当金 19 25

負ののれん 547 458

その他 555 532

固定負債合計 34,629 33,983

負債合計 87,518 89,760

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 36,145 36,402

自己株式 △1,294 △1,295

株主資本合計 79,632 79,889

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 252 △70

土地再評価差額金 8,019 8,019

その他の包括利益累計額合計 8,271 7,948

少数株主持分 6,194 6,179

純資産合計 94,098 94,017

負債純資産合計 181,617 183,778
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 33,082 35,024

売上原価 30,074 31,760

売上総利益 3,007 3,263

販売費及び一般管理費 2,495 2,548

営業利益 512 714

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 131 141

固定資産賃貸料 70 69

負ののれん償却額 88 88

その他 27 28

営業外収益合計 323 331

営業外費用   

支払利息 139 137

持分法による投資損失 139 12

その他 66 65

営業外費用合計 344 216

経常利益 490 830

特別利益   

固定資産売却益 2 4

特別利益合計 2 4

特別損失   

固定資産処分損 31 31

投資有価証券評価損 2,682 191

減損損失 22 －

その他 1 －

特別損失合計 2,737 223

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（△）

△2,244 612

法人税、住民税及び事業税 7 6

法人税等調整額 △18 △5

法人税等合計 △10 1

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,234 610

少数株主利益又は少数株主損失（△） △114 105

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,119 504
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,234 610

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 985 △443

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 985 △443

四半期包括利益 △1,249 167

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,104 182

少数株主に係る四半期包括利益 △145 △15
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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 

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

３.補足情報 

(1)生産高比較  

品  目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前事業年度 

    (22/4～22/6) (23/4～23/6) (22/4～23/3) 

  粗  鋼（単独） 348 千屯 360 千屯 1,302 千屯 

      （連結） 439 千屯 449 千屯 1,632 千屯 

  鋼  材（単独） 288 千屯 285 千屯 1,098 千屯 

      （連結） 366 千屯 361 千屯 1,378 千屯 

 

(2)売上高比較 

品  目 項目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前事業年度 

    (22/4～22/6) (23/4～23/6) (22/4～23/3) 

  数量 288 千屯 292 千屯 1,117 千屯 

鋼  材 (単価) ( 69.7 千円) （ 74.7 千円) （ 69.9 千円) 

  金額  20,054 百万円 21,816 百万円  78,064 百万円

そ の 他 金額  3,620 百万円 3,547 百万円  13,828 百万円

合  計 金額  23,675 百万円 25,363 百万円  91,892 百万円

(うち、輸出)   （ 3,421 百万円） （ 2,528 百万円） （ 11,711 百万円）

(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値であります。 
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