
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年10月18日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東京製鐵株式会社 上場取引所 東 
コード番号 5423 URL http://www.tokyosteel.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 西本 利一
問合せ先責任者 （役職名） 総務部長代理 （氏名） 奈良 暢明 TEL 03-3501-7721
四半期報告書提出予定日 平成23年11月10日 配当支払開始予定日 平成23年11月29日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 89,196 12.6 △3,296 ― △3,416 ― △3,350 ―
23年3月期第2四半期 79,183 43.6 △1,516 ― △1,540 ― △2,485 ―

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2四半期 △22.49 ―
23年3月期第2四半期 △16.68 ―

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2四半期 314,906 230,865 73.3 1,549.68
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2四半期  230,865百万円 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 ― 3.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
業績予想の修正については、本日(平成23年10月18日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 

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 186,500 25.2 0 ― 0 ― 0 ― 0.00



(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2Q 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2Q 6,087,901 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2Q 148,976,467 株 23年3月期2Q 148,977,317 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７月22日に公表しました通期業績予想は、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７月～９月期の業績は、製品出荷単価が円高の影響等により下落したことに加えて、夏季におけるコス

トアップが当初の想定を大幅に上回ったため、期間損益は当初予定と比べて悪化いたしました。また円高に

よる為替差損の発生等もあり、当第２四半期累計期間においては、経常損失が3,416百万円、四半期純損失

が3,350百万円の計上を余儀なくされました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

    当第２四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1,703百万円増加

し、314,906 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 6,620 百万円増加し、84,041

百万円となっております。純資産合計残高は、利益剰余金が減少した結果、230,865百万円となっておりま

す。 

 

 （３）業績予想に関する定性的情報 

欧州の債務問題が実体経済へ波及するなか、製品価格及び主原料である鉄スクラップ価格は国内外におい

て急速に下落しています。一方で、国内の鉄鋼需要は、製造業における生産回復や東日本大震災の復興需要

もあって、徐々に回復してくると予想されます。当社といたしましては、そのような情勢のなか、10 月 17

日に実施した販売価格の大幅な見直しにより販売数量の確保に取り組むとともに、全社を挙げて一層のコス

ト削減に注力し、収益の回復に努めてまいります。 

以上のような次第により、７月22日に発表いたしました通期の損益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２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,713 7,250

受取手形及び売掛金 18,493 22,122

有価証券 32,000 37,000

商品及び製品 11,076 11,945

原材料及び貯蔵品 10,659 10,758

その他 1,642 1,000

貸倒引当金 △18 △22

流動資産合計 81,567 90,055

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 35,223 34,524

機械及び装置（純額） 119,918 123,315

土地 33,359 33,359

建設仮勘定 12,646 5,593

その他（純額） 18,550 18,354

有形固定資産合計 219,698 215,147

無形固定資産 1,491 1,243

投資その他の資産 10,445 8,461

固定資産合計 231,635 224,851

資産合計 313,202 314,906



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,774 28,279

未払金 5,453 3,385

未払費用 6,267 7,893

未払法人税等 77 65

賞与引当金 359 380

災害修繕損失引当金 690 121

その他 255 228

流動負債合計 37,877 40,355

固定負債   

長期借入金 30,000 35,000

退職給付引当金 4,220 4,186

役員退職慰労引当金 273 196

その他 5,049 4,303

固定負債合計 39,543 43,686

負債合計 77,420 84,041

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 178,350 174,552

自己株式 △6,462 △6,462

株主資本合計 231,626 227,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,155 3,036

評価・換算差額等合計 4,155 3,036

純資産合計 235,781 230,865

負債純資産合計 313,202 314,906



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(平成22年４月１日から 
 平成22年９月30日まで) 

当第２四半期累計期間 
(平成23年４月１日から 
 平成23年９月30日まで) 

売上高 79,183 89,196

売上原価 73,844 85,530

売上総利益 5,338 3,665

販売費及び一般管理費 6,855 6,962

営業損失（△） △1,516 △3,296

営業外収益   

受取利息 71 36

受取配当金 90 145

その他 199 164

営業外収益合計 362 345

営業外費用   

支払利息 63 76

売上割引 156 164

為替差損 122 168

その他 43 56

営業外費用合計 386 466

経常損失（△） △1,540 △3,416

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 127 156

災害による損失 － 37

臨時損失 587 －

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 932 193

税引前四半期純損失（△） △2,473 △3,610

法人税、住民税及び事業税 12 12

法人税等還付税額 － △271

法人税等合計 12 △259

四半期純損失（△） △2,485 △3,350



 

（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２四半期累計期間 

平成22年 4月 1日から 

平成22年 9月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成23年 4月 1日から 

平成23年 9月30日まで 

 千トン 千トン

鋼  片 1,231     1,368     

鋼  材 1,153     1,276     

 

（比較販売高） 

期別 

 

品目 

前第２四半期累計期間 

平成22年 4月 1日から 

平成22年 9月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成23年 4月 1日から 

平成23年 9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 1,133   69.8  79,120   1,238 71.8  88,974 

(うち輸出) (62)  (60.4) (3,781)  (63) (63.6)  (4,068) 

その他 1   32.9  63   5 44.0  221 

(うち輸出) (―)  (―) (―)  (―) (―)  (―) 

計 1,135   69.8  79,183   1,243 71.7  89,196 

(うち輸出) (62)  (60.4) (3,781)  (63) (63.6)  (4,068) 

 

（設備投資額等） 

期別 

項目 

前第２四半期累計期間 

平成22年 4月 1日から 

平成22年 9月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成23年 4月 1日から 

平成23年 9月30日まで 

減 価 償 却 費 71億円 81億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
143億円 34億円 

 



 

(別紙） 

 

役員の異動（平成23年10月18日） 

 

（1） 役職の異動 

取締役営業本部長       今村清志      （現 取締役総務部長） 

 

取締役            大堀直人      （現 常務取締役営業本部長） 
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