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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 10,277 3.1 149 △50.1 94 △60.9 79 △53.6
24年3月期第1四半期 9,963 △10.4 299 △57.7 241 △59.9 170 △37.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 3百万円 （△97.0％） 24年3月期第1四半期 124百万円 （△52.9％）

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 1.18 ―
24年3月期第1四半期 2.55 ―

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

25年3月期第1四半期 57,740 15,190 26.3 226.87
24年3月期 58,534 15,186 25.9 226.81
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  15,190百万円 24年3月期  15,186百万円

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  
25年３月期の第２四半期及び期末並びに年間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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
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）  
（％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) 21,500 2.8 500 △27.8 300 △38.8 150 △51.4 2.24
通期 44,000 5.7 1,600 201.8 1,150 735.5 600 ― 8.96



(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 

(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、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 
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。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）３ページの「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

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） 25年3月期1Q 67,000,000 株 24年3月期 67,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 43,843 株 24年3月期 42,883 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 66,956,477 株 24年3月期1Q 66,958,624 株



添付資料の目次 
 

１.  当四半期決算に関する定性的情報…………………………………………………………… ２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報………………………………………………………………… ２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報………………………………………………………………… ３ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報………………………………………………………………… ３ 

 

２. サマリー情報（その他）に関する事項 …………………………………………………… ３ 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動…………………………………………… ３ 

(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 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示………………………………………… ３ 

 

３. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………… ４ 

(1) 四半期連結貸借対照表……………………………………………………………………………… ４ 

(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………………………………………… ６ 

(3) 継続企業の前提に関する注記……………………………………………………………………… ８ 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記……………………………………………… ８ 

 

－1－

日本金属㈱（5491） 平成25年３月期 第１四半期決算短信



 
 

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わが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景とする回復の動き

が見られたものの、欧州金融問題の再燃による世界的な金融不安の拡大や電力供給問題等、先行きはいまだ

不透明で予断を許さない状況が続いております。 

当ステンレス業界においても、震災復興の本格化とエコカー減税・補助金等により需要の持ち直しは見られ

ますが、欧州金融問題の長期化による円高の影響などにより引き続き厳しい受注環境にあります。 

当社グループは、このような状況のもと、当社独自の差別化製品の拡販とともに、徹底した費用削減により収

益安定化を推進しておりますが、原材料価格の下落局面での販売価格とのタイムラグによる差損の影響が発

生し、収益への影響は大きなものとなりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、前年同期と比べ３億１千３百万円増収の102億７

千７百万円となりました。損益面につきましては、営業利益は前年同期と比べ１億５千万円減益の１億４千９百

万円、経常利益は前年同期と比べ１億４千７百万円減益の９千４百万円となり、四半期純利益は前年同期と比

べ９千１百万円減益の７千９百万円となりました。 

 

当第１四半期連結累計期間のセグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。 

①みがき帯鋼部門 

みがき帯鋼部門では、差別化製品拡販に向け、販売活動の強化及び試作材即納体制の再構築などを進め

てまいりました結果、自動車部品向け材料及びボタン電池向け、IT・デジタル機器向けなどの情報家電向け材

料のステンレス受注が回復傾向にあります。その結果、みがき帯鋼部門の売上高は、前年同期と比べ５億６千９

百万円（7.3%）増収の84億５百万円となり、営業利益は前年同期と比べ１億３千９百万円（38.1%）減益の２億２千

６百万円となりました。 

 

②加工品部門 

加工品部門では、新事業の自動車部品向け高精度異形鋼の生産立ち上げなど新規需要を取り込みました

ものの、建築部材向け及び自動車部品向け材料の一部の需要が減少しました。その結果、加工品部門の売上

高は、前年同期と比べ２億５千５百万円（12.0%）減収の18億７千１百万円となり、営業利益は前年同期と比べ２

千７百万円（13.1%）減益の１億８千万円となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ７億９千３百万円減少の577億４千万

円となりました。流動資産は、６億２千９百万円減少の261億９千３百万円となりました。現金及び預金は、短期

及び長期借入金の返済を進めたこと、タイ王国での洪水被害に対する保険請求額が入金されたこと等により純

額で７億２千５百万円減少しております。その他流動資産は、洪水被害に対する保険請求額が入金されたこと

に伴い、３億６千８百万円減少しております。棚卸資産は、夏季に予想される電力不足に対応した前倒し生産

により３億５百万円増加し、受取手形及び売掛金は、販売数量の回復により１億４千４百万円増加しております。

固定資産は、１億６千４百万円減少の315億４千6百万円となりました。これは主に、投資有価証券が株価低迷

による含み益の減少により２億３千８百万円減少したことによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ７億９千７百万円減少の425億５千万円となりました。これは主に、短

期及び長期借入金が13億７千３百万円減少した一方、生産数量の増加に伴う原材料の購入増加により支払手

形及び買掛金が５億１千８百万円増加し、７月支払の夏季賞与の未払費用計上等により、その他の流動負債

が３億６千６百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ３百万円増加の151億９千万円となりました。これは主に、当四半期純

利益により利益剰余金が７千９百万円増加し、為替換算調整勘定が７千８百万円増加した一方、株価低

迷による投資有価証券の含み益の減少により、その他有価証券評価差額金が１億５千５百万円減少した

ことによるものであります。 

以上の結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は、26.3％（前連結会計年度末 25.9％）となり

ました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結経営成績に関する定性的情報で記載したとおり、当第１四半期連結累計期間は震災の復興需要及び

自動車の堅調な生産とともにゆるやかに回復してきました。 

第２四半期連結会計期間以降につきましては、原材料価格の下落局面での販売価格とのタイムラグによる

差損の影響が減少し、自動車の国内外生産が好調を維持し、収益は改善するものと予想しておりますが、国内

産業の空洞化、円高の進行及び原材料価格の変動も予想され、依然として先行きは不透明で予測しがたい状

況にあります。 

このような環境のもと、当社グループは第８次中期計画の２年目を成長期として位置づけ、新たな需要の獲

得、差別化製品の拡販、新事業推進及びグローバル化への対応等の活動を実行・実現してまいります。 

 

 

 

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 

    該当事項はありません。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

    該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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 5,452 4,726

受取手形及び売掛金 11,367 11,511

商品及び製品 3,798 3,996

仕掛品 3,960 4,031

原材料及び貯蔵品 1,058 1,094

その他 1,273 904

貸倒引当金 △86 △71

流動資産合計 26,822 26,193

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,200 4,270

機械装置及び運搬具（純額） 5,852 5,708

土地 16,513 16,517

その他（純額） 1,504 1,602

有形固定資産合計 28,071 28,099

無形固定資産 202 184

投資その他の資産   

投資有価証券 1,957 1,719

その他 1,554 1,612

貸倒引当金 △74 △69

投資その他の資産合計 3,437 3,262

固定資産合計 31,711 31,546

資産合計 58,534 57,740
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,770 12,289

短期借入金 12,926 12,730

賞与引当金 283 85

その他 2,225 2,591

流動負債合計 27,207 27,697

固定負債   

長期借入金 10,792 9,614

再評価に係る繰延税金負債 3,533 3,533

退職給付引当金 1,539 1,458

その他 275 246

固定負債合計 16,140 14,852

負債合計 43,347 42,550

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,857 6,857

資本剰余金 986 986

利益剰余金 1,820 1,899

自己株式 △8 △8

株主資本合計 9,655 9,734

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 354 198

繰延ヘッジ損益 △10 △8

土地再評価差額金 5,357 5,357

為替換算調整勘定 △171 △92

その他の包括利益累計額合計 5,530 5,455

純資産合計 15,186 15,190

負債純資産合計 58,534 57,740
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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 9,963 10,277

売上原価 8,360 8,835

売上総利益 1,602 1,441

販売費及び一般管理費 1,302 1,292

営業利益 299 149

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 27 28

受取賃貸料 16 16

為替差益 5 21

スクラップ売却収入 17 11

その他 22 9

営業外収益合計 90 86

営業外費用   

支払利息 74 64

退職給付費用 64 65

その他 9 11

営業外費用合計 148 141

経常利益 241 94

特別利益   

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

固定資産除却損 5 0

会員権評価損 1 1

特別損失合計 6 1

税金等調整前四半期純利益 237 92

法人税、住民税及び事業税 60 35

法人税等調整額 6 △22

法人税等合計 67 13

少数株主損益調整前四半期純利益 170 79

四半期純利益 170 79
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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 170 79

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44 △155

繰延ヘッジ損益 △15 1

為替換算調整勘定 13 78

その他の包括利益合計 △46 △75

四半期包括利益 124 3

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 124 3

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 
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