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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） 

(注)24年3月期第2四半期は潜在株式が存在しておりますが、四半期純損失であるため潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

(注)24年3月期第2四半期並びに23年3月期の自己資本は純資産の総額から新株予約権(５百万円)の金額を控除しております。 
 

(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 45,009 △3.9 △44 ― △518 ― △1,495 ―

23年3月期第2四半期 46,830 40.5 866 ― 130 ― △795 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,422百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △856百万円 （―％）

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 △8.24 ―

23年3月期第2四半期 △4.60 ―

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 88,534 20,675 23.3 113.90
23年3月期 90,844 22,098 24.3 121.73

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  20,670百万円 23年3月期  22,093百万円

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  

平成24年3月期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 ― 0.00 0.00

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  ：  有  
平成24年3月期の連結業績予想に関する事項については、本日（平成23年10月31日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 90,000 △3.4 900 △37.6 0 △100.0 0 △100.0 0.00



(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  
(注)当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(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  
(注)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(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 
本四半期決算短信は、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、本四半期決算短信の開示時点において、同法に基づく四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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結果になる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
四半期決算短信【添付資料】Ｐ.３(３)「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 185,605,475 株 23年3月期 185,605,475 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 4,120,396 株 23年3月期 4,119,539 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 181,485,363 株 23年3月期2Q 173,107,036 株
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当第２四半期連結累計期間（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）におけるステンレスの国内

需要は、ニッケル価格の下落に伴うステンレス市況の先安感による買い控えや、円高の定着による輸入

材の増加、国内需要産業への影響もあり低調に推移しました。輸出につきましても、急激な円高の進行

による国際競争力の低下や採算の悪化により厳しい受注環境が続きました。 

この様な状況下、当社グループは、「中期経営計画２０１２」の基本方針に沿って、「高付加価値品

の販売拡大によるロールマージンの改善」、「コスト改善」及び「積極的な海外展開」を進めてまいり

ましたが、国内・海外の厳しい受注環境におきまして、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同

期比3.9％減少の450億円となりました。営業損失は44百万円（前年同期比910百万円減益）、経常損失

は518百万円（前年同期比648百万円減益）、特別損失として投資有価証券評価損878百万円を計上した

結果、当第２四半期連結累計期間の四半期純損失は1,495百万円（前年同期比700百万円減益）となりま

した。 

 なお、計上しました投資有価証券評価損878百万円につきましては、洗い替え処理にて当第３四半期

期首において戻し入れ処理（益）を行います。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて「受取手形及び売掛金」

が15億円減少、「商品及び製品」等の棚卸資産が12億円増加、設備投資を６億円実施し減価償却費を23

億円計上したことにより「有形固定資産」が17億円減少、株価下落による投資有価証券評価損の計上等

により「投資有価証券」が９億円減少した結果、前連結会計年度末に比べて23億円減少し885億円とな

りました。 

 負債は、「支払手形及び買掛金」が14億円減少、「短期借入金」が11億円増加、「１年内償還予定の

社債」が47億円減少、「長期借入金」が40億円増加した結果、前連結会計年度末より8億円減少し678億

円となりました。 

 純資産は、「利益剰余金」の減少14億円等により、前連結会計年度末より14億円減少し206億円とな

りました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末比1.0ポイント低下し23.3％となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失(△

14億円)、減価償却費(23億円)、売上債権の減少(15億円)、棚卸資産の増加(△12億円)、仕入債務の減

少(△14億円)等の結果、10億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定

資産の取得による支出(△４億円)等の結果、５億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・

フローは、長期借入による収入(77億円)、長期借入金の返済による支出(△31億円)、社債の償還による

支出(△51億円)等の結果、収支均衡となりました。 

 以上の結果、「現金及び預金」残高は、前連結会計年度末に比べて５億円増加の48億円、有利子負債

残高は、同年度末とほぼ同額の487億円となりました。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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今後につきましては、東日本大震災の復興需要により、国内のステンレス需要は徐々に回復するもの

と予想されますが、為替相場の動向、国内外の需要がなお不透明な情勢にあり、厳しい経営環境が続い

ております。 

 今年度におきましては、当社グループとしましては、「中期経営計画２０１２」の方針に沿いなが

ら、汎用品から「低コスト、省資源型鋼種」や「高付加価値品」へのシフト及び海外生産の加速を進め

るとともに、全社を挙げて構造改革を強力に推進し、収益の回復に努めてまいります。 

以上の状況及び当第２四半期連結累計期間の実績を踏まえ、平成23年7月29日に公表しました当第２

四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正いたします。 

 本日（平成23年10月31日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（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 4,307 4,809

受取手形及び売掛金 11,174 9,611

商品及び製品 4,576 4,740

仕掛品 8,190 9,033

原材料及び貯蔵品 11,651 11,853

繰延税金資産 700 654

その他 1,474 1,927

貸倒引当金 △12 △12

流動資産合計 42,063 42,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,197 12,796

機械装置及び運搬具（純額） 18,438 17,142

土地 5,954 5,950

建設仮勘定 280 290

その他（純額） 602 563

有形固定資産合計 38,473 36,743

無形固定資産 144 131

投資その他の資産   

投資有価証券 7,603 6,687

繰延税金資産 293 260

その他 2,302 2,130

貸倒引当金 △35 △37

投資その他の資産合計 10,163 9,040

固定資産合計 48,781 45,916

資産合計 90,844 88,534
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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 14,580 13,129

短期借入金 23,965 25,080

1年内償還予定の社債 5,735 985

未払金 346 421

未払費用 467 782

未払法人税等 17 65

賞与引当金 316 528

その他 471 418

流動負債合計 45,900 41,410

固定負債   

社債 922 555

長期借入金 18,047 22,081

繰延税金負債 17 －

退職給付引当金 3,834 3,790

その他 24 21

固定負債合計 22,845 26,448

負債合計 68,745 67,858

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,408 13,408

資本剰余金 7,682 7,682

利益剰余金 2,184 688

自己株式 △1,052 △1,052

株主資本合計 22,223 20,727

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 97 232

繰延ヘッジ損益 △10 △0

為替換算調整勘定 △216 △288

その他の包括利益累計額合計 △129 △56

新株予約権 5 5

純資産合計 22,098 20,675

負債純資産合計 90,844 88,534
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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 46,830 45,009

売上原価 43,142 42,301

売上総利益 3,688 2,708

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 894 851

給料及び賞与 524 527

賞与引当金繰入額 133 135

退職給付費用 156 160

その他 1,113 1,078

販売費及び一般管理費合計 2,822 2,753

営業利益又は営業損失（△） 866 △44

営業外収益   

受取利息 2 8

受取配当金 68 68

持分法による投資利益 － 15

助成金収入 21 16

その他 181 135

営業外収益合計 274 245

営業外費用   

支払利息 559 640

為替差損 251 24

持分法による投資損失 69 －

その他 128 54

営業外費用合計 1,009 719

経常利益又は経常損失（△） 130 △518

特別損失   

固定資産除却損 15 16

投資有価証券評価損 833 878

その他 17 －

特別損失合計 866 894

税金等調整前四半期純損失（△） △735 △1,413

法人税、住民税及び事業税 30 42

法人税等調整額 29 39

法人税等合計 60 82

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △795 △1,495

少数株主損失（△） － －

四半期純損失（△） △795 △1,495
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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損失（△） △795 △1,495

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △231 135

繰延ヘッジ損益 32 10

持分法適用会社に対する持分相当額 138 △72

その他の包括利益合計 △60 73

四半期包括利益 △856 △1,422

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △856 △1,422

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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損失（△） △735 △1,413

減価償却費 2,434 2,349

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △307 142

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 211

受取利息及び受取配当金 △71 △77

支払利息 559 640

有形固定資産除却損 15 16

投資有価証券売却損益（△は益） △63 △29

投資有価証券評価損益（△は益） 833 878

持分法による投資損益（△は益） 69 △15

売上債権の増減額（△は増加） 1,872 1,562

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,020 △1,208

仕入債務の増減額（△は減少） △1,288 △1,472

その他 △750 △73

小計 △468 1,512

利息及び配当金の受取額 163 206

利息の支払額 △561 △663

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △11 6

営業活動によるキャッシュ・フロー △878 1,062

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 △5 △5

投資有価証券の売却による収入 257 103

有形固定資産の取得による支出 △1,076 △465

有形固定資産の売却に係る費用支払額 △14 －

その他 2 △219

投資活動によるキャッシュ・フロー △836 △586

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） 860 578

長期借入れによる収入 9,680 7,700

長期借入金の返済による支出 △2,127 △3,129

社債の償還による支出 △5,417 △5,117

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △0 △0

その他 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,992 28

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,277 502

現金及び現金同等物の期首残高 5,201 4,307

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,478 4,809
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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。 

  

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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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