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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 341,914 11.4 △11,212 ― △11,065 ― △20,000 ―
24年3月期第1四半期 306,899 △10.2 16,804 17.6 19,059 100.8 3,255 △27.3

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △17,942百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 3,937百万円 （―％）

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 △4.31 ―
24年3月期第1四半期 0.70 ―

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 2,388,055 740,218 28.8
24年3月期 2,386,158 761,484 29.7
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  686,912百万円 24年3月期  709,315百万円

2.  配当の状況 

（注）前回決算発表時は配当予想を未定としておりましたが、新たに公表しております。 

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

24年3月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3. 平成25年3月期第2四半期連結累計期間の連結業績予想（平成24年4月1日～平成24年9月30日）  
（％表示は、対前年同四半期増減率）

（注）前回決算発表時は業績予想を未定としておりましたが、新たに公表しております。 
※詳細につきましては、【添付資料】Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

第2四半期(累計) 720,000 4.0 13,000 △68.5 10,000 △75.8 △8,000 ― △1.73



(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。詳細につきましては、【添付資料】Ｐ．２「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 
基づく四半期連結財務諸表の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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載され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。業績予想の前提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、【添付資料】 
Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法） 
 当社は、平成24年７月30日(月)に機関投資家向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、主なＱ＆Ａについては、開催後速やかに 
当社ホームページで掲載する予定です。 

※  注記事項

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 4,805,974,238 株 24年3月期 4,805,974,238 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 170,468,787 株 24年3月期 170,566,535 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,635,454,748 株 24年3月期1Q 4,635,534,403 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く当第１四半期連結累計期間の経営環境は、前第１四半期累計期間と比較し、国内では鋼

材需要が自動車向けを中心に回復基調となりましたが、海外市場では欧州危機や中国経済の減速の影響で、鋼材の

需給が緩み市況が悪化しました。原材料価格は、前第１四半期累計期間に比べて低下したものの、依然高水準で推

移しました。 

 このような状況の下、当社グループは、コスト削減をはじめとする収益改善に努めました。さらに、聖域を設け

ない支出の抑制により、東日本大震災による設備被害からの復旧にかかる資金の捻出に努めました。 

 当第１四半期連結累計期間の業績については、売上高は3,419億円（前第１四半期連結累計期間対比350億円の増

加）であったものの、市況悪化の影響で販売価格の低下を余儀なくされ、また、原材料価格の下落に伴い棚卸資産

の評価損が発生したこと等により、営業損失は112億円（前第１四半期連結累計期間対比280億円の利益の減少）、

経常損失は110億円（前第１四半期連結累計期間対比301億円の利益の減少）、四半期純損失は200億円（前第１四

半期連結累計期間対比232億円の利益の減少）となりました。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、売上高を7,200億円、営業利益を130億円、経常利益を

100億円、四半期純損失を80億円としております。 

  

 なお、当該業績予想につきましては、本日「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」において開示しておりま

す。 

  

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

  当社及び国内連結子会社は、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。 

  これにより、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 17,637 18,202

受取手形及び売掛金 139,656 107,789

商品及び製品 175,345 181,084

仕掛品 26,824 29,864

原材料及び貯蔵品 244,723 244,631

その他 54,496 55,364

貸倒引当金 △616 △610

流動資産合計 658,067 636,326

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 258,733 265,220

機械装置及び運搬具（純額） 390,554 383,265

土地 346,501 345,975

その他（純額） 109,668 117,300

有形固定資産合計 1,105,457 1,111,762

無形固定資産 20,108 20,824

投資その他の資産   

投資有価証券 411,651 395,826

その他 191,148 223,580

貸倒引当金 △275 △266

投資その他の資産合計 602,524 619,141

固定資産合計 1,728,090 1,751,728

資産合計 2,386,158 2,388,055

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 251,443 248,320

短期借入金 224,685 250,671

災害損失引当金 10,687 7,330

その他 204,220 244,670

流動負債合計 691,035 750,992

固定負債   

社債 206,266 196,892

長期借入金 660,169 635,100

退職給付引当金 18,918 18,947

特別修繕引当金 220 219

その他 48,062 45,683

固定負債合計 933,637 896,844

負債合計 1,624,673 1,647,836
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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 262,072 262,072

資本剰余金 61,829 61,841

利益剰余金 504,065 480,732

自己株式 △91,186 △91,181

株主資本合計 736,781 713,464

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,122 △7,237

繰延ヘッジ損益 △188 △266

土地再評価差額金 11,021 11,021

為替換算調整勘定 △44,422 △30,069

その他の包括利益累計額合計 △27,465 △26,552

少数株主持分 52,169 53,306

純資産合計 761,484 740,218

負債純資産合計 2,386,158 2,388,055
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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 306,899 341,914

売上原価 261,710 322,407

売上総利益 45,188 19,506

販売費及び一般管理費 28,384 30,719

営業利益又は営業損失（△） 16,804 △11,212

営業外収益   

受取配当金 4,277 2,524

持分法による投資利益 4,781 3,589

その他 3,270 2,350

営業外収益合計 12,329 8,464

営業外費用   

支払利息 3,389 3,306

その他 6,684 5,010

営業外費用合計 10,073 8,316

経常利益又は経常損失（△） 19,059 △11,065

特別損失   

投資有価証券評価損 － 15,509

災害による損失 12,320 －

投資有価証券売却損 1,990 －

特別損失合計 14,311 15,509

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（△）

4,747 △26,574

法人税、住民税及び事業税 2,374 2,133

法人税等調整額 △1,311 △8,985

法人税等合計 1,062 △6,851

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（△）

3,685 △19,723

少数株主利益 430 277

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,255 △20,000
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

3,685 △19,723

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,971 △12,699

繰延ヘッジ損益 88 55

為替換算調整勘定 1,815 6,960

持分法適用会社に対する持分相当額 4,319 7,463

その他の包括利益合計 251 1,780

四半期包括利益 3,937 △17,942

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,220 △19,086

少数株主に係る四半期包括利益 716 1,144
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 該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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（１）業績（連結） 

（単位：億円） 

（２）粗鋼生産量（㈱住友金属小倉、㈱住金鋼鉄和歌山を含む） 

（単位：万トン）

（３）輸出比率（㈱住友金属小倉、㈱住友金属直江津、㈱住金鋼鉄和歌山を含む・・・金額ベース） 

（単位：％）

（４）為替レート 

（単位：円／＄）

４．補足情報

    ２４年度上期見通し 

    第１四半期 第２四半期   

  鉄鋼 ３３３４ ３６７０程度 ７０００程度

  その他 ８４ １１０程度 ２００程度

売上高 ３４１９ ３７８０程度 ７２００程度

  鉄鋼 △１１４ ２２５程度 １１０程度

  その他 ２ １５程度 ２０程度

  調整額 ０ ― ― 

営業利益 △１１２ ２４０程度 １３０程度

経常利益 △１１０ ２１０程度 １００程度

当期純利益 △２００ １２０程度 △８０程度

    

                

  第１四半期 第２四半期 上期 第３四半期 第４四半期 下期 通期 

２２年度 ３３５ ３４３ ６７８ ３００ ３１３ ６１２ １２９０

２３年度 ２７７ ３３４ ６１１ ３２５ ３３６ ６６１ １２７２

２４年度 ３０７ ３４８程度 ６５５程度

    

                

  第１四半期 第２四半期 上期 第３四半期 第４四半期 下期 通期 

２２年度 ４３ ３９ ４１ ４２ ４２ ４２ ４２

２３年度 ４６ ４０ ４２ ３８ ４１ ４０ ４１

２４年度 ４４ ４５程度 ４５程度

    

                

  第１四半期 第２四半期 上期 第３四半期 第４四半期 下期 通期 

２２年度 ９２ ８６ ８９ ８３ ８２ ８２ ８６

２３年度 ８２ ７８ ８０ ７７ ７９ ７８ ７９

２４年度 ８０ ８０程度 ８０程度
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（５）鋼材平均価格（㈱住友金属小倉、㈱住友金属直江津、㈱住金鋼鉄和歌山を含む） 

（単位：千円／トン）

（６）借入残高（連結） 

（単位：億円） 

（７）損益変動要因分析（連結） 

２４年度第１四半期←２３年度第１四半期 

（為替レート TTM ２４年度第１四半期：８０円／㌦←２３年度第１四半期：８２円／㌦） 

   

  

    

                

  第１四半期 第２四半期 上期 第３四半期 第４四半期 下期 通期 

２２年度 ８７．７ ９５．６ ９１．６ ９５．９ ９７．９ ９６．９ ９４．２

２３年度 １０４．５ １０７．３ １０６．０ １０３．１ ９９．８ １０１．４ １０３．５

２４年度 ９４．７ ９５程度 ９５程度

２４／３末 ２４／６末 

１１７２１ １２００６

  損  益  好  転  要  因   損  益  悪  化  要  因   

     億円      億円

  （原料・資材） ４００    （キャリーオーバー）※ △２９０  

  （販売数量） １３０    （販売価格） △１６０  

  （コスト改善） ５５    （棚卸資産の簿価切下げ） △１２０  

  （固定費） ３０    （評価損益） △１１０  

         （持分法損益） △１１  

         （構成他） △２２５  

  合      計 ６１５    合      計 △９１６  

  
差引経常利益 △３０１億円 ２４年度第１四半期実績 △１１０億円 ← ２３年度第１四半期実績 １９０億円

  

  ※キャリーオーバー：２４年度第１四半期発生分 △１１０億円 ← ２３年度第１四半期発生分 １８０億円 
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