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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 657,711 2.3 4,680 △15.6 4,018 △14.1 2,251 △24.9

23年3月期第3四半期 642,867 25.9 5,544 34.2 4,676 52.0 2,999 82.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 898百万円 （△59.1％） 23年3月期第3四半期 2,198百万円 （―％）

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3四半期 25.42 ―

23年3月期第3四半期 33.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 228,998 26,490 10.8
23年3月期 229,118 26,089 10.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  24,684百万円 23年3月期  24,291百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
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  
 

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 860,000 △0.3 6,500 △15.3 5,500 △13.2 2,800 △16.4 31.62



(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  ：  有  

(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きの対象外であり、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き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 
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およ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可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「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

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3Q 88,605,625 株 23年3月期 88,605,625 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 53,152 株 23年3月期 52,595 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 88,552,678 株 23年3月期3Q 88,554,022 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による一時的な景気後退が持ち直し、

緩やかな回復傾向にありました。しかし、長期化する円高や欧州財政危機、さらにタイ洪水の影響等懸念材料

も多く、先行き不透明な状況が続いております。 

このような環境下において、当社グループは海外事務所の現地法人化、海外拠点の設備増強、事業投資型 

プロジェクト推進等のグローバル展開を図り、また、若手社員の海外研修制度の充実や株式会社マツボーの 

買収・子会社化等、将来の収益基盤の拡大に向けた施策を積極的に展開してまいりました。 

しかしながら、業績につきましては国内需要の低迷に加えタイ洪水の影響等により、厳しい状況で推移しま

した。 

当社グループの第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は657,711百万円（前年同四半期比 

 2.3％増）、営業利益は4,680百万円（前年同四半期比15.6％減）、経常利益は4,018百万円（前年同四半期比 

14.1％減）、四半期純利益は2,251百万円（前年同四半期比24.9％減）となりました。 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

①鉄鋼セグメント 

鋼板製品は国内向け需要は弱含みでしたが、好調な輸出に支えられ取扱量は増加しました。線材製品は

国内が堅調に推移し、輸出も好調に推移したため取扱量は増加しました。また、チタン製品も堅調に推移

しましたが、棒鋼製品は需要が低調のため取扱量が減少しました。 

この結果、売上高は202,834百万円（前年同四半期比3.3％増）、セグメント利益は2,065百万円（前年同

四半期比9.0％減）となりました。 

 

②鉄鋼原料セグメント 

輸入鉄鋼原料は価格は上昇しましたが、粗鋼生産量の減少により、取扱量は減少しました。また、冷鉄

源および合金鉄も需要低迷から取扱量が減少しました。一方、チタン原料は取扱量が増加しました。 

この結果、売上高は274,130百万円（前年同四半期比9.4％増）、セグメント利益は677百万円（前年同

四半期比5.5％増）となりました。 

 

③非鉄金属セグメント 

銅製品は省エネタイプエアコン向け空調用銅管の取扱量が増加となりましたが、半導体および自動車用

端子コネクター向け板条の取扱量は減少しました。アルミ製品は印刷版・自動車向け板条や液晶製造装置

用加工品の取扱量が減少しました。また、非鉄原料はスクラップの取扱量が増加しましたが、地金の取扱

量は減少しました。 

この結果、売上高は141,156百万円（前年同四半期比12.6％減）、セグメント利益は588百万円（前年同

四半期比36.6％減）となりました。 

 

④機械・情報セグメント 

機械製品は大型設備機器の取扱いが低調だったものの、製鉄所向け機材等の取扱いが増加しました。情

報関連商品はハードディスク関連機材の取扱いが減少しましたが、太陽電池関連機材の取扱いは増加しま

した。 

この結果、売上高は36,672百万円（前年同四半期比13.7％増）、セグメント利益は168百万円（前年同四

半期比54.2％増）となりました。 

 

⑤溶材セグメント 

溶接材料は建設機械・自動車業界向けの取扱量は増加しましたが、造船・化工機業界向けや輸出の取扱

量は減少しました。溶接関連機器は中国の建設機械業界向けの取扱いが増加しましたが、生産材料は需要

の減少により取扱量は減少しました。 

この結果、売上高は38,425百万円（前年同四半期比2.1％減）、セグメント利益は543百万円（前年同四

半期比19.5％減）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は228,998百万円となり前連結会計年度末比119百万円の減

少となりました。これは主に現金及び預金、未収金の減少により流動資産が1,091百万円減少したものの、

ソフトウェア及びのれんの増加により固定資産が971百万円増加したことによるものです。 
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（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は202,508百万円となり、前連結会計年度末比521百万円

減少となりました。これは主に短期借入金及び未払費用の増加により流動負債が2,979百万円増加したもの

の、長期借入金の減少により固定負債が3,500百万円減少したことによるものです。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は26,490百万円となり、前連結会計年度末比401百万円の増

加となりました。これは、主にその他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の減少によりその他包括

利益累計額が1,371百万円減少したものの、主に当期利益の増加により株主資本が1,763百万円増加したこ

とによるものです。 

 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年7月29日に発表した平成24年3月期の通期業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、

本日別途発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

（注）上記の予想は、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、実際の業績は、

   今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法について、当社は原則的な方法によって

おります。但し、一部の関係会社においては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前

当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算する方法によっております。 
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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３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 13,020  9,580

  受取手形及び売掛金 151,791  152,625

  商品及び製品 21,983  24,441

  仕掛品 321  760

  原材料及び貯蔵品 310  371

  前払金 11,584  12,090

  繰延税金資産 745  547

  その他 3,916  2,151

  貸倒引当金 △348  △334

  流動資産合計 203,325  202,234

 固定資産  

  有形固定資産 3,875  4,218

  無形固定資産 534  1,546

  投資その他の資産  

   その他 21,781  21,256

   貸倒引当金 △397  △256

   投資その他の資産合計 21,383  20,999

  固定資産合計 25,793  26,764

 資産合計 229,118  228,998

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 133,497  129,891

  短期借入金 32,208  33,805

  未払法人税等 1,651  281

  賞与引当金 687  461

  その他 18,667  25,250

  流動負債合計 186,711  189,690

 固定負債  

  長期借入金 14,486  10,965

  退職給付引当金 171  597

  役員退職慰労引当金 35  29

  その他 1,624  1,225

  固定負債合計 16,317  12,817

 負債合計 203,029  202,508

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 5,650  5,650

  資本剰余金 2,703  2,703

  利益剰余金 18,965  20,729

  自己株式 △16  △17

  株主資本合計 27,302  29,066

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △52  △889

  繰延ヘッジ損益 △27  12



神鋼商事株式会社 ( 8075 ) 平成24年３月期 第３四半期決算短信 
 

― 5 ― 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

  為替換算調整勘定 △2,931  △3,505

  その他の包括利益累計額合計 △3,011  △4,382

 少数株主持分 1,797  1,806

 純資産合計 26,089  26,490

負債純資産合計 229,118  228,998
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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３四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 642,867  657,711

売上原価 626,778  641,921

売上総利益 16,089  15,789

販売費及び一般管理費 10,544  11,108

営業利益 5,544  4,680

営業外収益  

 受取利息 35  32

 受取配当金 431  361

 持分法による投資利益 159  109

 デリバティブ評価益 318  46

 雑収入 374  434

 営業外収益合計 1,320  984

営業外費用  

 支払利息 467  514

 売掛債権譲渡損 1,066  656

 為替差損 335  152

 雑損失 318  322

 営業外費用合計 2,188  1,646

経常利益 4,676  4,018

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 193  －

 固定資産売却益 3  －

 投資有価証券売却益 －  2

 特別利益合計 197  2

特別損失  

 固定資産除売却損 3  －

 投資有価証券評価損 5  60

 関係会社株式売却損 46  －

 会員権売却損 14  －

 会員権評価損 57  －

 特別損失合計 127  60

税金等調整前四半期純利益 4,746  3,960

法人税、住民税及び事業税 1,480  1,199

法人税等調整額 218  416

法人税等合計 1,698  1,616

少数株主損益調整前四半期純利益 3,047  2,344

少数株主利益 48  93

四半期純利益 2,999  2,251
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四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,047  2,344

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △403  △848

 繰延ヘッジ損益 △18  39

 為替換算調整勘定 △366  △605

 持分法適用会社に対する持分相当額 △60  △31

 その他の包括利益合計 △849  △1,445

四半期包括利益 2,198  898

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,182  879

 少数株主に係る四半期包括利益 15  18
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(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)  セグメント情報等 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

 

 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

鉄鋼 鉄鋼原料 非鉄金属 機械・情報 溶材 計 
調整額 

四半期
連結損益
計算書
計上額

売上高     

  外部顧客への売上高 196,412 250,510 161,466 32,253 39,266 679,909 △37,041 642,867

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － 1 － － 1 △1 －

計 196,412 250,510 161,468 32,253 39,266 679,911 △37,043 642,867

セグメント利益 2,268 642 928 109 675 4,624 52 4,676

 

  2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 4,624

「その他｣の区分の利益 26

その他の調整額 25

四半期連結損益計算書の経常利益 4,676

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおり 

ます。 
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

 

  1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

鉄鋼 鉄鋼原料 非鉄金属 機械・情報 溶材 計 
調整額 

四半期
連結損益
計算書
計上額

売上高    

  外部顧客への売上高 202,834 274,130 141,156 36,672 38,425 693,219 △35,508 657,711

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － 0 － － 0 △0 －

計 202,834 274,130 141,156 36,672 38,425 693,220 △35,508 657,711

セグメント利益 2,065 677 588 168 543 4,044 △26 4,018

 

  2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 4,044

「その他」の区分の利益 37

その他の調整額 △63

四半期連結損益計算書の経常利益 4,018

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおり 

ます。 

 

  3. 報告セグメントの変更等に関する事項 

  第１四半期連結会計期間よりセグメント利益の測定方法について一部見直しを行いました。なお、前第３四半

 期連結会計期間については変更後の測定方法に合わせて表示しております。 

 

 

(5) 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。 

 


