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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 66,920 5.1 493 △14.8 637 28.6 420 ―
23年3月期第2四半期 63,681 33.6 578 △50.8 495 △66.7 △2,685 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △98百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,898百万円 （―％）

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2四半期 2.55 ―
23年3月期第2四半期 △16.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 180,081 93,747 48.6
23年3月期 181,617 94,098 48.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  87,557百万円 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   

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 ― 0.00
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、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  ：  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

通期 140,000 7.8 3,500 342.0 3,500 354.6 3,000 ― 18.15



(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2Q 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2Q 6,213,214 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2Q 165,243,047 株 23年3月期2Q 165,258,568 株
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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２四半期連結累計期間における我が国の経済は、平成23年３月に発生しました東日本大震

災による一時的な停滞の後のサプライチェーンの早期復旧や新興国の需要の拡大等により、基本

的には持ち直しの傾向が見られましたが、欧州の財政危機に伴う急激な円高や株価の低迷、放射

能問題や電力不足などを背景に景気の先行きの不透明感が強まっております。 

電炉業界におきましては、震災の影響による国内需要の停滞や、急激な円高に伴う輸出環境の

悪化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、当社グループにおきましては、販売数量は前年同期と比較し、ほぼ横ばいに

推移したものの、鉄スクラップの価格は依然として高い水準が継続し、鋼材価格はやや改善され

た状況でありました。 

第２四半期連結累計期間における連結売上高は、前年同期比3,239百万円増加の66,920百万円

となり、営業利益は前年同期比85百万円減少の493百万円となりましたが、持分法投資損益の改

善などにより、経常利益は前年同期比141百万円増加の637百万円となりました。純損益は、前年

同期には多額の投資有価証券評価損を計上していましたことから、前年同期比3,106百万円増加

の420百万円の利益となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

当第２四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度比1,536百万円減少の180,081百

万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度比722百万円増加の65,131百万円、固定資産は、前連結会計年度

比2,258百万円減少の114,950百万円となりました。流動資産の増加は、主として棚卸資産が増加

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２四半期連結会計期間における負債は、前連結会計年度比1,184百万円減少の86,334百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度比203百万円増加の53,093百万円、固定負債は、前連結会計年度

比1,388百万円減少の33,240百万円となりました。流動負債の増加は、主として短期借入金が増

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２四半期連結会計期間における純資産は、前連結会計年度比351百万円減少の93,747百万

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会計年度末の48.4％から48.6％になりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、前回予想(平成23年９月30日公表)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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,584 5,754

受取手形及び売掛金（純額） 34,172 33,412

有価証券 － 100

商品及び製品 12,632 14,415

仕掛品 420 600

原材料及び貯蔵品 10,219 9,561

繰延税金資産 － 91

その他 1,379 1,195

流動資産合計 64,409 65,131

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 47,016 47,286

減価償却累計額 △30,150 △30,711

建物及び構築物（純額） 16,865 16,575

機械装置及び運搬具 103,515 104,319

減価償却累計額 △82,776 △84,298

機械装置及び運搬具（純額） 20,738 20,021

土地 59,302 59,293

建設仮勘定 237 194

その他 2,089 2,156

減価償却累計額 △1,714 △1,799

その他（純額） 375 356

有形固定資産合計 97,520 96,442

無形固定資産 708 813

投資その他の資産   

投資有価証券 16,535 15,318

長期貸付金 215 200

繰延税金資産 － 5

その他（純額） 2,227 2,168

投資その他の資産合計 18,979 17,694

固定資産合計 117,208 114,950

資産合計 181,617 180,081
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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２四半期連結会計期間 
(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 27,301 25,271

短期借入金 18,938 20,829

リース債務 42 39

未払法人税等 99 93

賞与引当金 884 854

災害損失引当金 50 －

その他 5,573 6,004

流動負債合計 52,889 53,093

固定負債   

長期借入金 18,274 17,443

リース債務 51 42

繰延税金負債 1,664 1,301

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 1,696

役員退職慰労引当金 19 32

負ののれん 547 369

その他 555 531

固定負債合計 34,629 33,240

負債合計 87,518 86,334

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 36,318

自己株式 △1,294 △1,296

株主資本合計 79,632 79,804

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 252 △266

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 7,753

少数株主持分 6,194 6,189

純資産合計 94,098 93,747

負債純資産合計 181,617 180,081
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 63,681 66,920

売上原価 58,332 61,580

売上総利益 5,348 5,339

販売費及び一般管理費 4,769 4,845

営業利益 578 493

営業外収益   

受取利息 9 8

受取配当金 133 134

固定資産賃貸料 141 139

持分法による投資利益 － 43

負ののれん償却額 177 177

その他 42 59

営業外収益合計 504 563

営業外費用   

支払利息 283 278

持分法による投資損失 155 －

その他 148 141

営業外費用合計 587 419

経常利益 495 637

特別利益   

固定資産売却益 10 24

特別利益合計 10 24

特別損失   

固定資産処分損 59 54

投資有価証券評価損 3,142 190

減損損失 22 －

その他 2 －

特別損失合計 3,227 245

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（△）

△2,720 416

法人税、住民税及び事業税 12 26

法人税等調整額 59 △181

法人税等合計 72 △154

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（△）

△2,793 570

少数株主利益又は少数株主損失（△） △107 150

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,685 420
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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（△）

△2,793 570

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 895 △670

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 895 △669

四半期包括利益 △1,898 △98

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,766 △97

少数株主に係る四半期包括利益 △131 △1
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△2,720 416

減価償却費 2,896 2,716

減損損失 22 －

負ののれん償却額 △177 △177

固定資産除却損 59 54

固定資産売却損益（△は益） △10 △24

投資有価証券評価損益（△は益） 3,142 190

持分法による投資損益（△は益） 155 △43

受取利息及び受取配当金 △143 △143

支払利息 283 278

売上債権の増減額（△は増加） △6,599 760

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,644 △1,304

仕入債務の増減額（△は減少） 4,713 △2,029

未払消費税等の増減額（△は減少） △89 △21

その他 491 128

小計 379 799

利息及び配当金の受取額 186 167

利息の支払額 △287 △280

法人税等の支払額 △14 △32

営業活動によるキャッシュ・フロー 264 655

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 20 －

投資有価証券の取得による支出 △203 △2

投資有価証券の売却による収入 － 0

有形固定資産の取得による支出 △896 △1,047

有形固定資産の売却による収入 27 32

貸付けによる支出 △71 △69

貸付金の回収による収入 12 15

その他 △382 △194

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,494 △1,264
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △500 －

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,200 800

長期借入れによる収入 3,720 3,550

長期借入金の返済による支出 △3,515 △3,290

配当金の支払額 △248 △251

リース債務の返済による支出 △23 △22

少数株主への配当金の支払額 △13 △3

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,783 779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,013 170

現金及び現金同等物の期首残高 8,619 5,584

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,605 5,754

合同製鐵㈱　(5410)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

－ 8 －



(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度 

    (22/4～22/9) (23/4～23/9) (22/4～23/3) 

  粗  鋼（単独） 648 千屯 668 千屯 1,302 千屯 

      （連結） 818 千屯 829 千屯 1,632 千屯 

  鋼  材（単独） 524 千屯 530 千屯 1,098 千屯 

      （連結） 669 千屯 668 千屯 1,378 千屯 

 

(2)売上高比較 

品  目 項目 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度 

    (22/4～22/9) (23/4～23/9) (22/4～23/3) 

  数量 536 千屯 550 千屯 1,117 千屯 

鋼  材 (単価) ( 71.0 千円) （ 74.5 千円) （ 69.9 千円) 

  金額  38,054 百万円 40,991 百万円  78,064 百万円

そ の 他 金額  6,577 百万円 6,327 百万円  13,828 百万円

合  計 金額  44,631 百万円 47,318 百万円  91,892 百万円

(うち、輸出)   （ 5,736 百万円） （ 4,655 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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