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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 557,864 2.3 7,067 △70.5 4,688 △74.7 △4,868 ―

23年3月期 545,353 23.5 23,943 ― 18,536 ― 12,048 ―

（注）包括利益 24年3月期 △9,266百万円 （―％） 23年3月期 795百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △5.39 ― △2.5 0.7 1.3
23年3月期 13.33 ― 6.1 2.8 4.4

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  6,348百万円 23年3月期  5,928百万円

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 627,428 193,485 29.8 206.75
23年3月期 663,867 205,095 29.9 219.94

（参考） 自己資本   24年3月期  186,851百万円 23年3月期  198,773百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 42,075 △25,102 △16,894 18,235
23年3月期 24,426 △30,118 △16,074 18,383

2.  配当の状況 

25年３月期の配当につきましては、現時点で未定です。配当予想額の開示が可能になり次第、速やかに開示いたします。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 1,810 15.0 0.9
24年3月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50 1,358 ― 0.7

25年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
25年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから、未定のため記載しておりません。なお、当該理由等
は、４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析（次期の見通し）」に記載しております。 



※  注記事項 

(1) 期中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) 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） 

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 994,500,174 株 23年3月期 994,500,174 株

② 期末自己株式数 24年3月期 90,748,707 株 23年3月期 90,722,329 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 903,762,242 株 23年3月期 903,806,049 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

（注）平成25年３月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
25年３月期の個別業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから、未定のため記載しておりません。なお、当該理由等
は、４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析（次期の見通し）」に記載しております。 
 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 447,730 2.4 2,478 △87.3 △3,163 ― △10,312 ―

23年3月期 437,045 26.6 19,497 ― 13,546 ― 10,317 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △11.39 ―

23年3月期 11.40 ―

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 564,447 168,649 29.9 186.28
23年3月期 601,206 181,843 30.2 200.85

（参考） 自己資本 24年3月期  168,649百万円 23年3月期  181,843百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続を実施中であります。 

※ 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可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析
（次期の見通し）」に記載しております。また、次期の配当予想額については、５ページ「１．経営成績 （３）利益配分に関する基本方針および当期の配当」
に記載しております。 
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ついては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 
・平成 24 年５月８日（火）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

日新製鋼㈱（5407）平成24年３月期決算短信

－1－



１．経営成績 

 （１）経営成績に関する分析 

当期のわが国経済は、東日本大震災や電力供給不足等の影響により、当初は経済活動が落ち込んだものの、

自動車分野を中心に国内需要は徐々に回復に向かいました。しかしながら、タイの洪水影響、欧州債務危機

による信用不安等を背景とした記録的な円高、新興国の経済成長鈍化など、新たなマイナス要因が経済に悪

影響を及ぼす展開となりました。さらに、当期末にかけて円高はやや沈静化したものの、中東情勢の緊張に

伴う原油価格の高騰など新たな不安定要素も発生いたしました。 

鉄鋼業界におきましても、鉄鉱石や石炭などの原料価格が引き続き高いレベルで推移するなか、期初にお

いては東日本大震災の影響により国内需要は低迷し、輸出面においても円高による採算悪化やアジア経済の

減速など厳しい局面が続いてまいりました。また、その後は自動車生産の回復等もあり国内需要は回復基調

となりましたが、アジア地域における鋼材供給過剰が中国・韓国からの輸入鋼材増加やそれに伴う鋼材市況

の軟化を招くなど、総じて厳しさを増す展開となりました。 

このような経営環境のもと、当社グループは、安価原料の使用拡大や生産効率の向上、物流コストの削

減など、従来から継続的に取り組んでいるきめ細かな合理化・総コスト削減活動を一層強力に推進してま

いりました。また、自助努力で吸収し切れないコスト上昇部分については、お客様のご理解を得ながら販

売価格へ反映させていただく活動を鋭意進めてまいりました。さらに、納期精度の向上や製造リードタイ

ムの短縮といった取組みに加え、在庫削減に繋がる全社一貫生産システムの検討など、22号中期連結経営

計画で定めた経営テーマの具体化に向けたプロジェクト活動にも積極的に取り組んでまいりました。 

ステンレス分野においては、徹底した事業基盤の強化によるグローバル・ステンレストップメーカーへ

の飛躍に向け、日本金属工業株式会社との経営統合に向けた検討を開始し、共同株式移転の方法により持

株会社を設立することについて合意いたしました。また、海外マーケットへの展開としては、スペインの    

Ａｃｅｒｉｎｏｘ，Ｓ．Ａ．（アセリノックス）と共同でマレーシアに設立したＢａｈｒｕ Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ ＳＤＮ．ＢＨＤ．（バ

ル・ステンレス）が営業生産を開始しており、生産能力および品質優位性向上のための設備増強を完了し

た中国の寧波宝新不銹鋼有限公司とともに、アジア地区におけるステンレス生産拠点の整備・強化を着実

に進めてまいりました。 

表面処理分野においては、高耐食溶融めっき鋼板「ＺＡＭ（ザム）」の月産10万トン体制の確立に向けた

取組みの一環として、市川製造所の既存のめっきラインでＺＡＭ製造を可能にする改造を行い、営業生産を

開始いたしました。これにより、東予・堺・市川の３拠点でＺＡＭの製造が可能となり、生産能力の向上に

加え、お客様に対するこれまで以上にタイムリーな商品供給体制を構築し、ＺＡＭの更なる拡販に取り組ん

でまいります。また、建材分野においてグループ一体での最適な生産体制を構築すべく、グループ会社であ

る日新総合建材株式会社の塗装鋼板生産を当社市川製造所に集約いたしました。さらに、金属屋根・壁市場

における新たな機能性商品の開発や、グループ一体となってお客様と共同で新商品の開発を行うなど、新た

な需要の創造に向けた取組みも進めてまいりました。 

特殊鋼分野についても、更なる高品質化を通じて国内外における競争力強化を図るべく、呉製鉄所におい

て高清浄度鋼の製造を可能にする精錬設備の建設を決定しております。 

当期の連結業績につきましては、収益確保に向けた取組みを強力に推進したものの、タイの洪水影響やア

ジア経済の減速による海外市況の低迷、円高による輸出採算性の悪化や輸入鋼材の流入に伴う国内市況低迷

等の影響が大きく、連結売上高は 5,578 億 64 百万円（対前期 125 億 10 百万円増収）、連結経常利益は 46

億 88 百万円（対前期 138 億 47 百万円減益）、連結当期純損失は 48 億 68 百万円（対前期 169 億 17 百万円

減益）となりました。また、当社単独の業績につきましては、売上高 4,477 億 30 百万円、経常損失 31 億 63

百万円、当期純損失 103 億 12 百万円となりました。 

 

今後のわが国経済は、東日本大震災からの回復や補助金制度などの政策効果により自動車生産が堅調に推

移するなか、復興需要の本格化等により引き続き国内需要は回復基調をたどることが期待されます。その一

方、欧州債務危機による信用不安は未だ払拭されておらず、引き続き円相場の高止まりや新興国の経済成長

鈍化に対する懸念、さらには全国的な電力供給不足への不安など、当面は不透明な状況が続くことが予想さ

れます。 

鉄鋼業界におきましても、国内需要の回復への期待は高まっておりますが、その一方で、電力供給不足や
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電力価格の引き上げ、原油価格の高騰などが生産活動や生産コストに与える影響が懸念されます。また、ア

ジア地域における供給過剰の状態は当面続くと見込まれ、新興国経済の停滞や円高傾向とあいまって輸出環

境が改善せず鋼材市況への影響が危惧されるなど、引き続き予断を許さない状況が続くものと考えられます。 

こうした経営環境のもと、当社グループは、グループ一体となった合理化・総コスト削減活動の更なる踏

み込みに加え、各部門の収益改善に向けた取組みを徹底することにより、業績向上に努めてまいります。特

に、昨年リフレッシュ工事が完工した呉製鉄所の熱間圧延設備の安定稼働を通じて、品質面に加えてコスト

面でも競争力強化を実現してまいります。また、長期化が予想される電力供給問題への対応として、節電に

協力するため一層効率的な操業に努めつつ、省エネルギー化の取組みや自家発電設備の導入などと合わせて

生産影響を最小限に止め、引き続きお客様に必要とされる商品を安定的かつ迅速に提供することで、事業活

動を通じた社会的責任を果たしてまいります。 

販売面においては、お客様のご理解を得ながら自助努力を超えるコスト上昇部分を販売価格へ反映させて

いただく活動に継続して取り組んでまいります。また、お客様にとって当社グループが必要不可欠な存在と

なるべく、お客様から高い評価をいただいているＦ－Ｔｅｃｈ．Ｐｌａｚａ（エフ・テック・プラザ）に加え、当社ウェブサ

イトに新設した街づくり提案サイトなどのツールも活用し、当社グループが最も得意とし差別化が図れる提

案型販売活動を一層強化してまいります。特に、今後更なる普及が見込まれる太陽光などの新エネルギーを

はじめとした成長分野においては、当社グループの素材開発力と加工技術の融合による積極的な用途開発の

推進を中心に、当社グループの総合力を発揮し、新たな需要への着実な対応を進めてまいります。 

22 号中期連結経営計画の経営テーマについても、引き続き具体化に向けた取組みを加速してまいります。

本年４月に株式移転契約を締結した日本金属工業株式会社との経営統合については、今後海外を含む関係当

局の認可および両社の株主総会で株主の皆様にご承認いただくことが前提となりますが、両社がこれまで培

った有形・無形の優れた経営資源の結集と効率的な生産・販売体制の構築等を通じた経営統合効果の最大

化により、コスト・品質・納期などのあらゆる面においてステンレス分野での圧倒的な競争力確保を目指し

てまいります。また、両社のステンレスと当社の普通鋼・特殊鋼の一体的な販売を通じてお客様へ新たな付

加価値を提供するとともに、海外においても両社の拠点を通じた積極的な拡販を展開することで、国内外の

マーケットにおいてお客様から高い評価をいただけるよう努めてまいります。さらに、本経営統合の実現に

よるステンレス生産工程の集約および効率的な設備投資の実現も見据え、生産能力増強やコスト・品質競争

力の強化を目的とした周南製鋼所の製鋼設備リフレッシュ工事の実施を決定しており、設備の新鋭化による

強固な生産基盤の構築に取り組んでまいります。 

これらの新たに実施を決定したテーマは、いずれも当社グループが将来にわたり持続的に成長していく上

で不可欠な施策であり、一刻も早くその成果を享受し収益として結実させるべく、従来の事業活動水準を維

持しながら可能な限り前倒しを図り、具体化してまいります。 

海外成長市場への対応についても、引き続き当社が構築してきた事業ネットワークを最大限に活用してい

くとともに、これまで現地法人化を進めてきた海外営業拠点との連携により、現地マーケットにおいて独自

の存在感を発揮してまいります。そのため、平成 25 年前半の完成を目標に更なる能力増強を進めているマ

レーシアのバル・ステンレスや、中国の寧波宝新不銹鋼有限公司との協業による新たなビジネスモデルを積

極的に展開してまいります。インドにおいても、現地パートナーとの鋼管製造合弁会社ＡＮＳ Ｓｔｅｅｌ      

Ｔｕｂｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（エーエヌエス・スチール・チューブ）において、普通鋼鋼管に続いてステンレス鋼管の製

造を開始しており、日系自動車メーカーを中心に本格的な需要開発を進めてまいります。当社グループは引

き続き海外での事業展開を強化することにより、海外成長分野においてお客様とともに新たなマーケットを

開発すべく取り組んでまいります。 

 

当社グループは、社会基盤を支える鉄鋼事業を営む企業として、お客様や社会にとって有益な商品・技

術・サービスの安定的な提供にたゆまず取り組んでいくことが企業価値の原点であり、震災復興を含めた社

会への貢献にも繋がるものと考えております。 

そのため、当社グループは、経営理念である「現在と未来のお客様、株主の皆様、社員に選ばれる会社」

「ステークホルダーや社会と調和する会社」の実現に向け、これからもお客様とともに新たなマーケットを

創造する企業として積極的な事業活動に取り組んでまいる所存です。 
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（次期の見通し） 

次期の業績予想につきましては、短期的に変動する原燃料価格を受けて販売価格は交渉中であり、加えて

これら動向に伴い、在庫評価の変動も見込まれるなど、現時点で合理的な算定が困難なため、未定としてお

ります。当社は、係る状況下においても、販売価格の適正化や合理化・総コスト削減の徹底により収益確保

に努めてまいります。今後、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。第１四半期の

決算発表時に改めて状況のご説明をいたします。 

なお、当社と日本金属工業株式会社は、本年 10 月１日に共同株式移転の方法による経営統合を予定して

おります。株式移転による共同持株会社設立後の新会社の業績予想につきましては、改めて発表する予定で

す。 

 

 （２）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

   当期末の資産は、有形固定資産の減少（△161 億円）、受取手形及び売掛金の減少（△102 億円）等があ

り、前連結会計年度末（平成 23 年３月末）より 364 億円減少し、6,274 億円となりました。  

   負債は、有利子負債の減少（△148 億円）、支払手形及び買掛金の減少（△49 億円）等により、前連結会

計年度末より 248 億円減少し、4,339 億円となりました。純資産は、当期純損失（△48 億円）等があり、前

連結会計年度末より 116 億円減少し、1,934 億円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  税金等調整前当期純利益（11 億円）、減価償却費（366 億円）、売上債権の減少（101 億円）等があり、

420 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） 

  有形固定資産の取得（△202 億円）等により、251 億円の支出となり、フリー・キャッシュフローは 169

億円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  有利子負債の減少（△148 億円）等により、168 億円の支出となりました。 

 

 以上の結果に、現金及び現金同等物に係る換算差額を加え、当期末における現金及び現金同等物の残高は、

前期末に比べて１億円減少し、182 億円となりました。 

 

  [ 財務指標の推移 ] 

  
平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率(％) 43.5  35.3 29.7 29.9  29.8 

時価ベースの自己資本

比率 (％) 
38.2  20.6 26.3 24.4  20.0 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(％) 
823.6  1,109.2 1,156.5 1,158.2  637.1 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ(％) 
10.2  7.9 6.7 3.8  7.1 

   自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

   （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
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   （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

   （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

 

 （３）利益配分に関する基本方針および当期の配当 

 利益の配分につきましては、連結業績に応じた適切な剰余金の配当を実施していくことを基本に、企業価

値向上に向けた今後の事業展開に必要な内部留保の確保および今後の業績見通しを踏まえつつ、安定的な株

主還元を実施する方針としております。 

 内部留保資金につきましては、企業価値向上に向けた持続的な収益成長と競争力強化のための投資、なら

びに財務体質の強化に活用していく予定であります。 

 当期の剰余金の配当につきましては、当期の業績ならびに今後の見通しを基本に、今後の経済情勢と当社

グループの事業展開等を総合的に勘案し、当期末の配当を 1株につき 1.5 円とさせていただくことといたし

ました。すでに中間配当につきましては実施を見送らせて頂きましたので、この結果、通期では１株につき  

1.5 円の配当となります。 

 次期の配当につきましては、業績の動向が不透明であることから、現時点で未定としております。配当予

想額の開示が可能になり次第、速やかに開示いたします。 

 

２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成 23 年６月 24 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

 （１）会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題 

 当社グループは、グローバル化する経済の中で、企業活動を通じてお客様の夢と理想の実現につながる価

値ある商品・技術・サービスを開発・提供し、新たな市場を創造することを社会的責務と考えます。 

 当社グループのビジョンは、素材メーカーとして進化・向上していくことです。 

 そのために、現在と未来のお客様、株主、社員に選ばれる会社、その他のステークホルダーや社会と調和

する会社を目指します。 
 

 当社グループは、「お客様とともにマーケットを創造する」という基本理念のもと、変化の激しい環境に

おいても持続的に発展できる企業を目指して、『22号中期連結経営計画』を策定しております。 

   

 なお、『22 号中期連結経営計画』は、平成 22 年３月期決算短信（平成 22 年４月 28 日開示）によって開

示を行った内容から重大な変更がないため、詳細の開示は省略いたします。当該決算短信は当社ホームペー

ジおよび東京証券取引所ホームページ、『22 号中期連結経営計画』の内容は当社ホームページで、それぞれ

ご覧いただけます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.nisshin-steel.co.jp/ 

  （東京証券取引所ホームページ 上場会社情報検索） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,388 18,240

受取手形及び売掛金 90,597 80,323

有価証券 126 11

たな卸資産 133,628 132,382

繰延税金資産 4,190 1,771

その他 19,046 16,546

貸倒引当金 △650 △697

流動資産合計 265,328 248,579

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 72,665 69,601

機械装置及び運搬具（純額） 104,625 91,571

工具、器具及び備品（純額） 3,799 3,224

土地 56,937 57,198

建設仮勘定 2,640 2,966

有形固定資産合計 240,668 224,562

無形固定資産 8,745 8,247

投資その他の資産   

投資有価証券 104,706 103,767

繰延税金資産 6,598 6,949

その他 37,465 35,203

貸倒引当金 △571 △544

投資その他の資産合計 148,198 145,376

固定資産合計 397,612 378,186

繰延資産   

社債発行費 926 661

繰延資産合計 926 661

資産合計 663,867 627,428
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 85,512 80,523

短期借入金 66,207 75,863

コマーシャル・ペーパー － 10,000

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

環境対策引当金 12 316

災害損失引当金 1,169 311

事業構造改善引当金 319 －

その他 39,450 36,724

流動負債合計 202,672 213,740

固定負債   

社債 100,000 90,000

長期借入金 106,695 82,185

繰延税金負債 1,064 949

退職給付引当金 31,549 30,377

役員退職慰労引当金 407 446

特別修繕引当金 12,151 12,701

環境対策引当金 827 516

その他 3,403 3,027

固定負債合計 256,099 220,203

負債合計 458,772 433,943

純資産の部   

株主資本   

資本金 79,913 79,913

資本剰余金 49,893 49,893

利益剰余金 95,711 88,577

自己株式 △26,440 △26,444

株主資本合計 199,077 191,939

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,115 6,718

繰延ヘッジ損益 50 319

土地再評価差額金 314 360

為替換算調整勘定 △8,784 △12,485

その他の包括利益累計額合計 △303 △5,087

少数株主持分 6,322 6,633

純資産合計 205,095 193,485

負債純資産合計 663,867 627,428
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 545,353 557,864

売上原価 477,422 506,329

売上総利益 67,931 51,534

販売費及び一般管理費 43,987 44,466

営業利益 23,943 7,067

営業外収益   

受取利息 197 180

受取配当金 1,137 1,475

持分法による投資利益 5,928 6,348

その他 1,151 1,153

営業外収益合計 8,414 9,159

営業外費用   

支払利息 6,437 5,631

退職給付費用 1,553 1,813

出向者労務費差額負担 1,704 1,763

為替差損 1,459 240

その他 2,668 2,088

営業外費用合計 13,822 11,538

経常利益 18,536 4,688

特別利益   

固定資産売却益 － 86

投資有価証券売却益 － 789

特別利益合計 － 875

特別損失   

固定資産除売却損 910 878

その他の投資売却損 － 649

その他の投資評価損 － 2,396

災害による損失 1,229 534

投資有価証券評価損 1,053 －

事業構造改善費用 478 －

特別損失合計 3,671 4,459

税金等調整前当期純利益 14,864 1,104

法人税、住民税及び事業税 2,133 1,806

法人税等調整額 232 3,830

法人税等合計 2,366 5,637

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

12,497 △4,532

少数株主利益 449 335

当期純利益又は当期純損失（△） 12,048 △4,868
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

12,497 △4,532

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,120 △1,477

繰延ヘッジ損益 △54 547

為替換算調整勘定 △1,372 △389

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,154 △3,445

その他 － 33

その他の包括利益合計 △11,702 △4,733

包括利益 795 △9,266

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 387 △9,617

少数株主に係る包括利益 407 351
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 79,913 79,913

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 79,913 79,913

資本剰余金   

当期首残高 49,893 49,893

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 49,893 49,893

利益剰余金   

当期首残高 84,637 95,711

当期変動額   

剰余金の配当 △905 △1,810

当期純利益又は当期純損失（△） 12,048 △4,868

持分法の適用範囲の変動 － △351

土地再評価差額金の取崩 △23 1

その他 △46 △104

当期変動額合計 11,073 △7,134

当期末残高 95,711 88,577

自己株式   

当期首残高 △26,431 △26,440

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △3

当期変動額合計 △8 △3

当期末残高 △26,440 △26,444

株主資本合計   

当期首残高 188,012 199,077

当期変動額   

剰余金の配当 △905 △1,810

当期純利益又は当期純損失（△） 12,048 △4,868

自己株式の取得 △8 △3

持分法の適用範囲の変動 － △351

土地再評価差額金の取崩 △23 1

その他 △46 △104

当期変動額合計 11,064 △7,137

当期末残高 199,077 191,939
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 13,202 8,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,086 △1,397

当期変動額合計 △5,086 △1,397

当期末残高 8,115 6,718

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 181 50

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △130 268

当期変動額合計 △130 268

当期末残高 50 319

土地再評価差額金   

当期首残高 291 314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 45

当期変動額合計 23 45

当期末残高 314 360

為替換算調整勘定   

当期首残高 △2,340 △8,784

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,444 △3,700

当期変動額合計 △6,444 △3,700

当期末残高 △8,784 △12,485

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 11,334 △303

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,637 △4,783

当期変動額合計 △11,637 △4,783

当期末残高 △303 △5,087

少数株主持分   

当期首残高 5,955 6,322

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 367 310

当期変動額合計 367 310

当期末残高 6,322 6,633
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 205,301 205,095

当期変動額   

剰余金の配当 △905 △1,810

当期純利益又は当期純損失（△） 12,048 △4,868

自己株式の取得 △8 △3

持分法の適用範囲の変動 － △351

土地再評価差額金の取崩 △23 1

その他 △46 △104

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,270 △4,472

当期変動額合計 △205 △11,610

当期末残高 205,095 193,485
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 14,864 1,104

減価償却費 38,480 36,687

退職給付引当金の増減額（△は減少） △80 △1,171

前払年金費用の増減額（△は増加） △1,132 △743

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 503 549

持分法による投資損益（△は益） △5,928 △6,348

受取利息及び受取配当金 △1,334 △1,656

支払利息 6,437 5,631

有形固定資産除売却損益（△は益） 910 789

売上債権の増減額（△は増加） △19,154 10,190

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,325 1,155

仕入債務の増減額（△は減少） 9,686 △5,259

その他 △1,670 6,367

小計 27,255 47,297

利息及び配当金の受取額 4,459 3,701

利息の支払額 △6,403 △5,943

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △885 △2,979

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,426 42,075

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 △1,091 △72

投資有価証券の売却による収入 197 754

関係会社株式の取得による支出 △1,334 △3,560

関係会社株式の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △25,145 △20,257

有形固定資産の売却による収入 145 357

その他 △2,891 △2,323

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,118 △25,102

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） △710 24,455

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － 10,000

長期借入れによる収入 2,500 300

長期借入金の返済による支出 △6,737 △39,599

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

自己株式の取得による支出 △8 △3

配当金の支払額 △934 △1,836

その他 △183 △210

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,074 △16,894

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,608 △227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,375 △148

現金及び現金同等物の期首残高 41,759 18,383

現金及び現金同等物の期末残高 18,383 18,235
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( )継続企業 前提に関する注記 (５)継続企業の前提に関する注記

 　　該当事項はありません。

 (６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項

　　(1)連結子会社　　 （１０社） 日新総合建材(株)、日新鋼管(株)、日新工機(株)、新和企業(株)、月星海運(株)、

月星商事(株)、ニッシン・ホールディング, Ｉｎｃ. 、

ニッシン・スチール ＵＳＡ，ＬＬＣ、ウィーリング・ニッシン, Ｉｎｃ. 、

ニッシン・オートモーティブ・チュービング　ＬＬＣ

　　(2)持分法適用会社 （３０社）

(ｲ) 非連結子会社 （１０社）月星アート工業(株)、大阪ステンレスセンター(株)　ほか

(ﾛ) 関連会社　 　（２０社）日本鐵板(株)、サンウエーブ工業(株)、(株)カノークス、三晃金属工業(株)、

寧波宝新不銹鋼有限公司 アセリノ クス Ｓ Ａ ほか寧波宝新不銹鋼有限公司、アセリノックス，Ｓ．Ａ． ほか

２．連結の範囲及び持分法適用範囲の異動状況

　　(1)連結の範囲

(ｲ) 新規 該当なし

(ﾛ) 除外 該当なし

　　(2)持分法適用範囲

(ｲ) 新規 社(ｲ) 新規 ２社

(ﾛ) 除外 該当なし

 (７)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　当連結会計年度より、出資設立したニッシン・スチール・アジア ＰＴＥ.ＬＴＤ.　を持分法適用の範囲に含

めております。 また、バル・ステンレス ＳＤＮ.ＢＨＤ.　につきましては、当連結会計年度に営業生産を開

始したことに伴い重要性が増加したことから、当連結会計年度より持分法適用の範囲に含めております。

　なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成23年６月24日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略しております。
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（セグメント情報）

　　前連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自平成23年４月１日

　至平成24年３月31日）

　　当社グループは、鉄鋼事業の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載を省略しており

　ます。

（１株当たり情報）

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額又は純損失金額（△）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
　　　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

当期純利益又は純損失（△）（百万円）
普通株主に帰属しない金額（百万円）
普通株式に係る当期純利益又は純損失（△）（百万円）
普通株式の期中平均株式数（千株） 　　９０３，８０６ 　　９０３，７６２

　　△　４，８６８

－

　　　１２，０４８

－

　　　１２，０４８

当　期

　 (23.4.1～24.3.31)

　　△　４，８６８

当　期

　 (23.4.1～24.3.31)

　２０６．７５円

　△　５．３９円

前　期

　 (22.4.1～23.3.31)

前　期

　 (22.4.1～23.3.31)

　２１９．９４円

　　１３．３３円
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（重要な後発事象）

　　当連結会計年度（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

　（日本金属工業株式会社との共同持株会社設立に関する契約締結及び株式移転計画書の作成について）

　　当社は、平成24年３月19日に日本金属工業株式会社（以下「日金工」といいます。）との間で、共同

　株式移転の方法により持株会社を設立すること（以下「本件株式移転」といいます。）につき合意し、

　同日、統合基本契約を締結いたしましたが、この統合基本契約に基づき、平成24年４月27日に開催した

　両社取締役会において決議のうえ、株式移転契約（以下「株式移転契約」といいます。）を締結すると

　ともに、株式移転計画書（以下「株式移転計画書」といいます。）を共同で作成いたしました。
　

１. 本件株式移転による経営統合の目的

　　当社と日金工は、今回の経営統合により、経営資源を結集してこれを最大限に活用することにより、ス

　テンレス分野における総合力（技術･開発力、販売力、収益力）国内No.１メーカーとしての地位を確立す

　るだけでなく、グローバル・ステンレストップメーカーへの飛躍に向けて事業基盤を強化いたします。

２. 本件株式移転の要旨

　（1）本件株式移転のスケジュール

　　   ・株式移転契約の締結及び株式移転計画書の作成（両社） 平成24年 ４月27日

　　　 ・株式移転計画承認の定時株主総会開催（両社） 平成24年 ６月26日（予定）

　　　 ・上場廃止日（両社） 平成24年 ９月26日（予定）

　　　 ・株式移転の効力発生日 平成24年 10月１日（予定）

　  　 ・共同持株会社設立登記日 平成24年 10月１日（予定）

　　　 ・共同持株会社上場日 平成24年 10月１日（予定）

　　　なお、本件株式移転は、両社の株主総会の承認及び関係当局（海外競争法に基づくものを含む）の認

　　　可取得等を前提としていますが、その他にも、経営統合手続きの進行またはその他の事由により必要

　　　な場合は、上記日程につき両社協議のうえ変更することがあります。

　（2）本件株式移転に係る割当ての内容

３. 本件株式移転により新たに設立する会社の状況

会社名 当社 日金工

株式移転比率 1.00 0.56

日新製鋼ホールディングス株式会社

（英文名 ：Nisshin Steel Holdings Co.,Ltd.）

鉄鋼及び非鉄金属の製造、加工及び販売等を営む子会社等の経営管理並びにそれに附帯

関連する事業

（3）所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

代表取締役社長 三喜　俊典  (現　当社　代表取締役社長

ＣＥＯ(最高経営責任者)             ＣＥＯ(最高経営責任者))

（5）資本金 300億円

（6）純資産 未定

（7）総資産 未定

（8）決算期 ３月31日

（1）商号

（2）事業内容

（4）代表者

（8）決算期 ３月31日

（9）株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日新製鋼㈱（5407）平成24年３月期決算短信
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,218 13,472

受取手形 3 2

売掛金 60,621 50,812

たな卸資産 119,835 116,472

前渡金 8,787 5,847

前払費用 955 720

繰延税金資産 3,127 908

未収入金 5,931 5,811

短期貸付金 9,958 10,097

その他 345 1,684

貸倒引当金 △253 △379

流動資産合計 222,531 205,448

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 43,590 42,075

構築物（純額） 20,015 18,778

機械及び装置（純額） 97,930 85,499

車両運搬具（純額） 120 96

工具、器具及び備品（純額） 3,164 2,664

土地 46,665 46,662

建設仮勘定 2,594 2,454

有形固定資産合計 214,083 198,231

無形固定資産   

ソフトウエア 5,668 5,924

施設利用権 401 301

無形固定資産合計 6,070 6,226

投資その他の資産   

投資有価証券 56,919 52,853

関係会社株式 54,671 57,742

出資金 144 137

関係会社出資金 9,647 9,647

従業員に対する長期貸付金 32 33

関係会社長期貸付金 9,050 7,810

破産更生債権等 2 2

長期前払費用 333 608

繰延税金資産 3,543 4,163

前払年金費用 17,719 18,389

その他 5,700 2,654

貸倒引当金 △169 △164

投資その他の資産合計 157,594 153,879

固定資産合計 377,748 358,337

繰延資産   

社債発行費 926 661

繰延資産合計 926 661

資産合計 601,206 564,447
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,055 6,277

買掛金 51,701 43,599

短期借入金 65,076 76,913

コマーシャル・ペーパー － 10,000

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

リース債務 87 93

未払金 11,497 9,318

未払費用 24,648 25,292

未払法人税等 260 －

預り金 1,322 1,458

前受収益 0 0

環境対策引当金 12 316

災害損失引当金 1,071 308

事業構造改善引当金 319 －

その他 1,489 1,277

流動負債合計 173,542 184,856

固定負債   

社債 100,000 90,000

長期借入金 105,200 81,200

リース債務 202 157

退職給付引当金 27,384 26,310

役員退職慰労引当金 56 56

特別修繕引当金 12,151 12,701

環境対策引当金 805 495

その他 20 20

固定負債合計 245,821 210,941

負債合計 419,363 395,797

純資産の部   

株主資本   

資本金 79,913 79,913

資本剰余金   

資本準備金 49,893 49,893

資本剰余金合計 49,893 49,893

利益剰余金   

利益準備金 13,883 13,883

その他利益剰余金   

特別償却準備金 59 43

海外投資等損失準備金 56 60

固定資産圧縮積立金 1,744 1,700

繰越利益剰余金 54,075 42,007

利益剰余金合計 69,818 57,695

自己株式 △25,950 △25,953

株主資本合計 173,675 161,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,035 6,422

繰延ヘッジ損益 132 679

評価・換算差額等合計 8,167 7,101

純資産合計 181,843 168,649

負債純資産合計 601,206 564,447
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 437,045 447,730

売上原価 385,995 413,578

売上総利益 51,049 34,151

販売費及び一般管理費 31,552 31,673

営業利益 19,497 2,478

営業外収益   

受取利息 240 214

受取配当金 6,276 4,839

その他 568 635

営業外収益合計 7,086 5,689

営業外費用   

支払利息 2,803 2,163

社債利息 3,399 3,213

退職給付費用 1,561 1,813

出向者労務費差額負担 1,704 1,763

為替差損 1,450 236

その他 2,117 2,141

営業外費用合計 13,037 11,331

経常利益又は経常損失（△） 13,546 △3,163

特別利益   

固定資産売却益 － 86

投資有価証券売却益 － 789

特別利益合計 － 875

特別損失   

固定資産除売却損 836 881

その他の投資売却損 － 649

その他の投資評価損 － 2,396

災害による損失 1,084 486

投資有価証券評価損 1,053 －

事業構造改善費用 319 －

特別損失合計 3,293 4,414

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 10,252 △6,702

法人税、住民税及び事業税 28 25

法人税等調整額 △92 3,584

法人税等合計 △64 3,609

当期純利益又は当期純損失（△） 10,317 △10,312
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 79,913 79,913

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 79,913 79,913

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 49,893 49,893

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 49,893 49,893

資本剰余金合計   

当期首残高 49,893 49,893

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 49,893 49,893

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 13,883 13,883

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,883 13,883

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

当期首残高 79 59

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － 1

特別償却準備金の取崩 △20 △18

当期変動額合計 △20 △16

当期末残高 59 43

海外投資等損失準備金   

当期首残高 56 56

当期変動額   

海外投資等損失準備金の積立 － 4

当期変動額合計 － 4

当期末残高 56 60

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 1,990 1,744

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 158

固定資産圧縮積立金の取崩 △246 △201

当期変動額合計 △246 △43

当期末残高 1,744 1,700

日新製鋼㈱（5407）平成24年３月期決算短信

－20－



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 44,396 54,075

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － △1

特別償却準備金の取崩 20 18

海外投資等損失準備金の積立 － △4

固定資産圧縮積立金の積立 － △158

固定資産圧縮積立金の取崩 246 201

剰余金の配当 △905 △1,810

当期純利益又は当期純損失（△） 10,317 △10,312

当期変動額合計 9,678 △12,067

当期末残高 54,075 42,007

利益剰余金合計   

当期首残高 60,406 69,818

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

海外投資等損失準備金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △905 △1,810

当期純利益又は当期純損失（△） 10,317 △10,312

当期変動額合計 9,412 △12,123

当期末残高 69,818 57,695

自己株式   

当期首残高 △25,941 △25,950

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △3

当期変動額合計 △8 △3

当期末残高 △25,950 △25,953

株主資本合計   

当期首残高 164,271 173,675

当期変動額   

剰余金の配当 △905 △1,810

当期純利益又は当期純損失（△） 10,317 △10,312

自己株式の取得 △8 △3

当期変動額合計 9,403 △12,127

当期末残高 173,675 161,548
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 13,155 8,035

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,120 △1,613

当期変動額合計 △5,120 △1,613

当期末残高 8,035 6,422

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 186 132

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54 547

当期変動額合計 △54 547

当期末残高 132 679

評価・換算差額等合計   

当期首残高 13,342 8,167

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,174 △1,066

当期変動額合計 △5,174 △1,066

当期末残高 8,167 7,101

純資産合計   

当期首残高 177,614 181,843

当期変動額   

剰余金の配当 △905 △1,810

当期純利益又は当期純損失（△） 10,317 △10,312

自己株式の取得 △8 △3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,174 △1,066

当期変動額合計 4,228 △13,193

当期末残高 181,843 168,649
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 (４) 継続企業の前提に関する注記

   　 該当事項はありません。

６．その他

 (１) 役員の異動

   役員の異動につきましては、平成24年３月２日に開示済であります。
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（決算発表用資料） (1/3)
平成24年4月27日

◇平成23年度決算 日新製鋼株式会社

  １．損益概況等（連結）

  ２．諸元（単独）

（億円）
H22年度 差異

4-9月 10-3月 差異
a b a-b c a-c

2,803 2,775 5,578 5,453 125 5,500 78
73 ▲ 3 70 239 ▲ 169 40 30
68 ▲ 22 46 185 ▲ 139 10 36
39 ▲ 87 ▲ 48 120 ▲ 168 ▲ 100 52

4.34 ▲ 9.73 ▲ 5.39 13.33 ▲ 18.72 ▲ 11.06 5.67

40 ▲ 40 0 80 ▲ 80 ▲ 15 15
28 18 46 105 ▲ 59 25 21

(ステンレス業績・単独／上記の内数)
730 640 1,370 1,400 ▲ 30 1,340 30
30 ▲ 50 ▲ 20 80 ▲ 100 ▲ 40 20

5 ▲ 40 ▲ 35 20 ▲ 55 ▲ 50 15
25 ▲ 10 15 60 ▲ 45 10 5

当期純利益
経常利益

H23年度 前回予想

売 上 高
営業利益

経常利益<実力ベース>

経常利益
売 上 高

1株当たり当期純利益（円）

在庫評価

在庫評価
経常利益<実力ベース>

H22年度 差異
4-9月 10-3月 差異

a b a-b c a-c
 粗鋼生産量 （万㌧） 190 183 373 382 ▲ 9 374 ▲ 1

前回予想H23年度

  ３．経常利益差異内訳（億円）
　　①　H22年度通期実績 対 H23年度通期実績

 　②　H23年度通期 前回(2月)予想 対 実績

（億円） (内ステンレス単独)

185 80

販売関連 185 0

購買関連 ▲ 365 ▲ 25

コスト改善等 126 ▲ 20

子会社等 ▲ 5 -        

在庫評価 ▲ 80 ▲ 55

計 ▲ 139 ▲ 100

46 ▲ 20

輸出為替ﾚｰﾄ(86→79円/$)  FeNi（9.9→10.4$/Lb） FeCr（132→133￠/Lb） 

H22年度通期(実績)

価格差 190、数量構成差▲5（内ｽﾃﾝﾚｽ 価格差 20、数量構成差▲20）変

動

要

因

国内連子▲5、ｳｨｰﾘﾝｸﾞﾆｯｼﾝ▲5、持分 5

80→0　（内ｽﾃﾝﾚｽ 20→▲35）

合理化・為替等

変動要因

鉄鉱石▲140､石炭▲145､油類▲50､ｸﾛﾑ▲10､ﾆｯｹﾙ原料▲10

H23年度通期(実績)

粗鋼 産量 （ ）

  うちステンレス 30 24 54 57 ▲ 3 53 1
 販売数量 （万㌧） 174 182 356 359 ▲ 3 351 5
  うちステンレス 25 24 49 50 ▲ 1 48 1
 鋼材平均単価 （千円／㌧） 129 123 126 122 4 125 1
 輸出比率 （金額ﾍﾞｰｽ，％） 15 13 14 16 ▲ 2 14 0
 輸出為替ﾚｰﾄ （円／㌦） 80 79 79 86 ▲ 7 78 1

（億円） (内ステンレス単独)

10 ▲ 40

販売関連 25 5

購買関連 ▲ 5 0

コスト改善等 1 0

子会社等 0 -        

在庫評価 15 15

計 36 20

46 ▲ 20

変

動

要

因

価格差 15､数量構成差 10（内ｽﾃﾝﾚｽ 価格差 5）

合理化・為替等

H23年度通期(前回予想) 変動要因

H23年度通期(実績)

鉄鉱石▲5

▲15→0　（内ｽﾃﾝﾚｽ▲50→▲35）

46 ▲ 20

輸出為替ﾚｰﾄ(78→79円/$)  FeNi（10.4→10.4$/Lb） FeCr（133→133￠/Lb） 

H23年度通期(実績)



(2/3)
 　③　H23年度 4-9月実績 対 10-3月実績

 　④　H23年度 10-12月実績 対 1-3月実績

（億円） (内ステンレス単独)

68 30

販売関連 ▲ 85 ▲ 70

購買関連 50 40

コスト改善等 55 ▲ 5

子会社等 ▲ 30 -        

在庫評価 ▲ 80 ▲ 45

計 ▲ 90 ▲ 80

▲ 22 ▲ 50

輸出為替ﾚｰﾄ(80→79円/$)  FeNi（11.6→9.2$/Lb） FeCr（138→128￠/Lb） 

H23年度10-3月(実績)

変

動

要

因

価格差▲85（内ｽﾃﾝﾚｽ 価格差▲50、数量構成差▲20）

鉄鉱石 5､亜鉛 5、ﾆｯｹﾙ原料 40

合理化・為替等

ｳｨｰﾘﾝｸﾞﾆｯｼﾝ▲5、持分▲25

40→▲40　（内ｽﾃﾝﾚｽ 5→▲40）

H23年度4-9月(実績) 変動要因

（億円） (内ステンレス単独)

22 ▲ 15

販売関連 ▲ 85 ▲ 30

購買関連 25 10

コスト改善等 9 0

子会社等 ▲ 5 -        

在庫評価 ▲ 10 0

計 ▲ 66 ▲ 20

▲ 44 ▲ 35

輸出為替ﾚ ﾄ(77 80円/$) F Ni（10 0 8 3$/Lb） F C （128 128￠/Lb）

持分▲5

変動要因

変

動

要

因

価格差▲85（内ｽﾃﾝﾚｽ 価格差▲20、数量構成差▲10）

鉄鉱石 5、石炭 10、ﾆｯｹﾙ原料 10

合理化・為替等

H23年度1-3月(実績)

▲15→▲25（内ｽﾃﾝﾚｽ▲20→▲20）

H23年度10-12月(実績)

  ４．平成24年3月期の株主還元
〔配当〕
 足下の収益状況は厳しいが、安定的な配当を念頭に、期末配当を
 １株当たり1.5円（年間1.5円）実施
　＊前年度実績：年間２円

  ５．財政状況等
　 ①　連結貸借対照表

（億円）

対23/3末 対23/3末

現預金 182 ▲ 1 有利子負債 2,680 ▲ 148
売上債権 803 ▲ 102 繰延税金負債 9 ▲ 1
たな卸資産 1,323 ▲ 12 その他の負債 1,649 ▲ 98
その他流動資産 158 ▲ 26  負債合計 4,339 ▲ 248
有形・無形固定資産 2,328 ▲ 166
繰延税金資産 87 ▲ 20 資本金・資本剰余金 1,298 －
投資等 1,390 ▲ 34 利益剰余金 885 ▲ 71

自己株式 ▲ 264 ▲   0
その他の包括利益累計額 ▲ 50 ▲ 47
少数株主持分 66 3

 純資産合計 1,934 ▲ 116
6,274 ▲ 364 6,274 ▲ 364

連結

資産合計 負債・純資産合計

（ 借  方 ） 連結 （ 貸  方 ）

輸出為替ﾚｰﾄ(77→80円/$)  FeNi（10.0→8.3$/Lb） FeCr（128→128￠/Lb） 



(3/3)
  　②　連結キャッシュ・フロー

    ＜参考１＞設備投資・減価償却費および有利子負債・D/Eレシオ推移
①設備投資額（検収ベース）・減価償却費 （億円）

H22年度
4-9月 10-3月 通期

設備投資額（有形のみ） 203 71 114 185
減価償却費 384 187 179 366

②有利子負債額・D/Eレシオ推移
H23年3月末 H23年6月末 H23年9月末 H23年12月末 H24年3月末

有利子負債(億円) 2 829 2 897 2 805 2 816 2 680

H23年度

（億円）

H23年度 主な内容 H22年度

　税引前純利益 11

　減価償却費 366

　売上債権減少 101

　たな卸資産減少 11

　仕入債務減少 ▲ 52

　有形固定資産取得 ▲  202

　投資有価証券・

　関係会社株式の取得

　有利子負債減少 ▲  148

　配当金支払 ▲   18
▲ 168

▲ 251

420

▲   36
▲ 301

244

183

▲ 160

現金及び現金
同等物の期末残高

財務活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

営業活動による
キャッシュ・フロー

182

    ＜参考２＞四半期業績推移（億円）

 有利子負債(億円) 2,829 2,897 2,805 2,816 2,680
 D/Eレシオ 1.42 1.44 1.42 1.49 1.43
       〃　　(格付ﾍﾞｰｽ) ※ 1.15 1.17 1.15 1.20 1.15
※ 日本格付研究所の格付評価上、資本性が認められるハイブリッド証券
   （利払繰延条項･期限前償還条項付無担保社債<劣後特約付･適格機関投資家限定>）
   500億円について、その50％を資本とみなした場合のD/Eレシオ

4-6月 7-9月 上期 10-12月 1-3月 下期 通期

売上高 1,369 1,434 2,803 1,412 1,363 2,775 5,578

営業利益 29 44 73 25 ▲ 28 ▲ 3 70

経常利益 34 34 68 22 ▲ 44 ▲ 22 46

当期純利益 21 18 39 ▲ 17 ▲ 70 ▲ 87 ▲ 48

在庫評価 30 10 40 ▲ 15 ▲ 25 ▲ 40 0

経常利益<実力ﾍﾞｰｽ> 4 24 28 37 ▲ 19 18 46

売上高 1,093 1,154 2,247 1,129 1,101 2,230 4,477

営業利益 17 38 55 14 ▲ 45 ▲ 31 24

経常利益 9 16 25 ▲ 1 ▲ 55 ▲ 56 ▲ 31

当期純利益 4 5 9 ▲ 32 ▲ 80 ▲112 ▲103

在庫評価 30 10 40 ▲ 15 ▲ 25 ▲ 40 0

経常利益<実力ﾍﾞｰｽ> ▲ 21 6 ▲ 15 14 ▲ 30 ▲ 16 ▲ 31

単独

H23年度

連結
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