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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 32,904 △6.1 566 △20.7 748 △9.9 489 △3.1
24年3月期第1四半期 35,024 5.9 714 39.6 830 69.4 504 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △286百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 167百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 3.02 ―
24年3月期第1四半期 3.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 186,987 98,820 49.4
24年3月期 185,320 97,612 49.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  92,287百万円 24年3月期  91,128百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 68,000 1.6 1,800 265.0 2,000 213.9 1,500 256.6 9.24
通期 136,000 0.1 3,800 45.4 4,000 34.7 2,800 15.0 17.24



(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 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記
事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
 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。なお、上記予想に関する事項は、添付書類Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 171,452,113 株 24年3月期 171,452,113 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 10,052,562 株 24年3月期 9,049,758 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 162,150,842 株 24年3月期1Q 165,245,282 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１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年に発生した東日本大震災の復興需要等

を背景に緩やかな回復を続けておりますが、欧州債務危機や円高の長期化など依然として先行き

は不透明な状況になっております。 

電炉業界におきましては、国内建設需要の低迷に伴う販売価格の下落や円高による輸出環境悪

化により、依然として厳しい経営環境であります。 

このような中で、当社グループの販売数量及び販売価格が下落した結果、当第１四半期連結累

計期間における連結売上高は、前年同四半期比21億19百万円減少の329億４百万円となりまし

た。営業利益は前年同四半期比１億48百万円減少の５億66百万円、経常利益は前年同四半期比81

百万円減少の７億48百万円となりました。四半期純利益は、前年同四半期比15百万円減少の４億

89百万円となりました。 

 

(２)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間末の連結総資産は、受取手形及び売掛金の減少（８億52百万円）が

あるものの、たな卸資産の増加（23億89百万円）により、前期末（1,853億20百万円）から16億6

7百万円増加し、1,869億87百万円となりました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加（８億49百万円）等により前期末（877億７

百万円）から４億59百万円増加し、881億67百万円となりました。 

純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少（６億98百万円）等がある一方、四

半期純利益の４億89百万円があり、また連結範囲の変動等に伴う利益剰余金の増加19億30百万円

により、前期末（976億12百万円）から12億７百万円増加し、988億20百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結連結会計年度の49.2％から49.4％になりました。 

 

(３)  連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、前回予想（平成24年４月27日発表）から修正しておりません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

   会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる

損益に対する影響は軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,937 6,619

受取手形及び売掛金 41,271 40,419

たな卸資産 22,304 24,693

その他 1,212 434

貸倒引当金 △11 △3

流動資産合計 70,715 72,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,181 16,041

機械装置及び運搬具（純額） 19,014 18,783

土地 59,273 59,282

その他（純額） 755 795

有形固定資産合計 95,225 94,902

無形固定資産 784 763

投資その他の資産   

投資有価証券 16,253 16,793

その他 2,488 2,511

貸倒引当金 △146 △147

投資その他の資産合計 18,595 19,157

固定資産合計 114,605 114,824

資産合計 185,320 186,987

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,623 30,472

短期借入金 19,351 19,319

未払法人税等 225 158

賞与引当金 1,026 606

その他 7,215 7,877

流動負債合計 57,442 58,434

固定負債   

長期借入金 15,931 15,791

退職給付引当金 1,667 1,690

役員退職慰労引当金 47 59

その他 12,618 12,190

固定負債合計 30,265 29,733

負債合計 87,707 88,167
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

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 38,279 40,293

自己株式 △1,831 △1,987

株主資本合計 81,230 83,088

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 367 △331

土地再評価差額金 9,530 9,530

その他の包括利益累計額合計 9,897 9,199

少数株主持分 6,484 6,532

純資産合計 97,612 98,820

負債純資産合計 185,320 186,987
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 35,024 32,904

売上原価 31,760 29,787

売上総利益 3,263 3,117

販売費及び一般管理費 2,548 2,550

営業利益 714 566

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 141 120

受取賃貸料 69 65

持分法による投資利益 － 55

負ののれん償却額 88 88

その他 28 46

営業外収益合計 331 379

営業外費用   

支払利息 137 129

持分法による投資損失 12 －

その他 65 68

営業外費用合計 216 197

経常利益 830 748

特別利益   

固定資産売却益 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

固定資産除却損 31 31

投資有価証券評価損 191 －

従業員弔慰金 － 50

特別損失合計 223 81

税金等調整前四半期純利益 612 667

法人税等 1 143

少数株主損益調整前四半期純利益 610 524

少数株主利益 105 35

四半期純利益 504 489
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 610 524

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △443 △810

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 △443 △810

四半期包括利益 167 △286

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 182 △212

少数株主に係る四半期包括利益 △15 △74
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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) 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。 

 

(５) その他の注記事項 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更） 

① 連結の範囲の重要な変更 

当第１四半期連結会計期間より、連結決算の開示内容の充実の観点から、従来、非連結子会社

としておりました株式会社合同セラミックスを連結の範囲に加えております。 

 

② 持分法適用範囲の重要な変更 

持分法適用範囲に変更はありません。なお、当第１四半期連結会計期間より、連結決算の開示

内容の充実の観点から、持分法を適用するに際して九州製鋼株式会社の子会社（株式会社トーカ

イ他１社）を当該会社の損益に含めて計算しております。 

 

４.その他 

(１) 生産実績（単独・連結）  

品  目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 増減 

  粗  鋼（単独） 360 千t 346 千t △ 14 千t 

      （連結） 449 千t 450 千t ＋ 1 千t 

  鋼  材（単独） 285 千t 273 千t △ 12 千t 

      （連結） 361 千t 345 千t △ 16 千t 

 

(２) 販売実績（単独） 

品  目 項目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 増減 

  数量 292 千t 273 千t △ 19 千t 

鋼  材 (単価) ( 74.7 千円) （ 68.7 千円) （ △ 6.0 千円) 

  金額  21,816 百万円 18,774 百万円  △ 3,041 百万円

そ の 他 金額  3,547 百万円 3,334 百万円  △ 212 百万円

合  計 金額  25,363 百万円 22,108 百万円  △3,254 百万円

(うち、輸出)   （ 2,528 百万円） （ 2,997 百万円） （ ＋ 468 百万円）
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