
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日亜鋼業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 5658 URL http://www.nichiasteel.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 川村 伊知良
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 下徳 弘幸 TEL 06-6416-1021
四半期報告書提出予定日 平成24年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 6,585 4.6 107 225.7 300 24.1 169 ―
24年3月期第1四半期 6,296 △9.3 32 ― 242 21.0 △11 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △341百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △214百万円 （―％）

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 3.47 ―
24年3月期第1四半期 △0.24 ―

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 60,424 40,548 63.4
24年3月期 61,695 41,036 62.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  38,281百万円 24年3月期  38,795百万円

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  
平成25年3月期の第2四半期末及び期末配当については未定であります。 

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
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) 12,923 0.9 8 ― 217 △15.9 162 ― 3.32
通期 26,831 △2.6 476 201.3 773 2.4 484 287.2 9.91



(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  
（注）詳細は、添付資料P3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(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いません。 

※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、添付資
料P2「1.当四半期決算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 51,755,478 株 24年3月期 51,755,478 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,894,831 株 24年3月期 2,894,809 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 48,860,705 株 24年3月期1Q 48,864,666 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災からの復興需要やエコカー補助金の政策効果

等により、国内景気は穏やかな回復基調となりましたが、欧州債務問題の再燃による海外経済の減速、

円高の継続による輸出の停滞等により、景気の先行きは不透明な状況で推移しております。 

 鉄鋼二次製品業界におきましては、公共投資の低迷並びに土木・建設業の不振等、経営環境は依然と

して厳しい状況が継続しております。 

 このような状況の中、当社グループは経営計画達成に向けて積極的に取り組み、販売面におきまして

は自動車関連が堅調に推移したことにより、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,585百万円（前年

同期比4.6％増）となりました。 

 利益面におきましては、増産による固定費負担の減少及びのれん償却の終了により、営業利益は107

百万円（前年同期比225.7%増）となり、経常利益は300百万円（前年同期比24.1％増）となり、四半期

純利益は169百万円（前年同期は四半期純損失11百万円）となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は60,424百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,271百万円

減少となりました。流動資産は26,156百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,063百万円減少となり

ました。これは主に、受取手形及び売掛金等の減少が、現金及び預金等の増加を上回ったことによるも

のです。固定資産は34,267百万円となり、前連結会計年度末に比べ207百万円減少となりました。これ

は主に、有形固定資産、無形固定資産等の減少が、投資有価証券等の増加を上回ったことによるもので

す。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は19,876百万円となり、前連結会計年度末に比べ783百万円

減少となりました。流動負債は10,754百万円となり、前連結会計年度末に比べ685百万円減少となりま

した。これは主に、支払手形及び買掛金、短期借入金等の減少が、未払金等の増加を上回ったことによ

るものです。固定負債は9,121百万円となり、前連結会計年度末に比べ97百万円減少となりました。こ

れは主に、長期借入金等の減少によるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は40,548百万円となり、前連結会計年度末に比べ488百万

円減少となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金の減少によるものです。この結果、自己

資本比率は63.4％となりました。 

  

  

平成25年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月９

日に発表いたしました業績予想と変更はありません。 

  

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

（２）連結財政状態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
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 該当事項はありません。 

  

当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を採用しております。  

  

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。 

当該変更が当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び四

半期純利益に与える影響は、いずれも軽微であります。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（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）

（３）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）
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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：千円)

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 8,624,733 8,762,470

受取手形及び売掛金 9,350,468 8,610,352

有価証券 1,025,965 751,579

製品 4,706,101 4,745,610

仕掛品 687,458 675,999

原材料及び貯蔵品 2,548,068 2,310,119

繰延税金資産 143,922 143,868

その他 137,182 159,991

貸倒引当金 △3,997 △3,507

流動資産合計 27,219,904 26,156,483

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,118,989 5,027,158

機械装置及び運搬具（純額） 2,549,301 2,510,965

土地 8,862,279 8,862,279

その他（純額） 226,147 171,134

有形固定資産合計 16,756,718 16,571,537

無形固定資産

ソフトウエア 252,942 250,652

その他 6,857 6,752

無形固定資産合計 259,800 257,404

投資その他の資産

投資有価証券 14,857,718 15,185,095

長期貸付金 290,708 280,910

繰延税金資産 566,634 566,685

その他 1,772,550 1,434,587

貸倒引当金 △28,560 △28,560

投資その他の資産合計 17,459,052 17,438,718

固定資産合計 34,475,570 34,267,661

資産合計 61,695,474 60,424,144

日亜鋼業株式会社（5658）　平成25年3月期　第1四半期決算短信

-4-



(単位：千円)

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 4,890,916 4,726,858

短期借入金 2,050,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 3,028,000 3,068,000

未払金 623,308 855,529

未払法人税等 162,076 77,155

賞与引当金 183,807 52,707

その他 501,933 524,545

流動負債合計 11,440,041 10,754,796

固定負債

長期借入金 6,278,000 6,187,000

繰延税金負債 1,169,815 1,166,566

退職給付引当金 1,591,253 1,606,414

役員退職慰労引当金 100,844 97,297

その他 79,228 63,936

固定負債合計 9,219,142 9,121,215

負債合計 20,659,184 19,876,011

純資産の部

株主資本

資本金 10,720,068 10,720,068

資本剰余金 10,888,032 10,888,032

利益剰余金 18,512,528 18,535,529

自己株式 △895,054 △895,006

株主資本合計 39,225,574 39,248,624

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △419,087 △964,478

繰延ヘッジ損益 △10,829 △2,954

その他の包括利益累計額合計 △429,917 △967,432

少数株主持分 2,240,633 2,266,940

純資産合計 41,036,290 40,548,133

負債純資産合計 61,695,474 60,424,144
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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：千円）

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 6,296,246 6,585,726

売上原価 5,315,551 5,623,781

売上総利益 980,694 961,944

販売費及び一般管理費 947,768 854,710

営業利益 32,926 107,234

営業外収益

受取利息 38,909 36,661

受取配当金 175,332 184,344

有価証券売却益 8,787 －

受取賃貸料 8,866 9,320

雑収入 6,537 9,143

営業外収益合計 238,433 239,470

営業外費用

支払利息 22,015 22,342

有価証券売却損 － 18,721

支払手数料 2,904 1,029

雑支出 4,404 4,127

営業外費用合計 29,323 46,221

経常利益 242,035 300,482

特別利益

固定資産売却益 － 40

補助金収入 4,330 －

特別利益合計 4,330 40

特別損失

投資有価証券評価損 64,505 48,612

固定資産除売却損 441 494

災害による損失 45,053 －

退職給付費用 188,788 －

その他 3,027 －

特別損失合計 301,816 49,107

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（△）

△55,450 251,416

法人税等 82,146 58,491

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（△）

△137,596 192,924

少数株主利益又は少数株主損失（△） △125,892 23,279

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,704 169,644
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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：千円)

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（△）

△137,596 192,924

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △115,854 △548,806

繰延ヘッジ損益 39,339 14,319

その他の包括利益合計 △76,515 △534,487

四半期包括利益 △214,111 △341,562

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △100,081 △367,870

少数株主に係る四半期包括利益 △114,030 26,307
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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） 

該当事項はありません。 

  

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) 

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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