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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 62,092 △7.2 974 97.6 1,166 83.1 658 56.5
24年3月期第2四半期 66,920 5.1 493 △14.8 637 28.6 420 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △389百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △98百万円 （―％）

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2四半期 4.07 ―
24年3月期第2四半期 2.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 180,423 98,716 51.0
24年3月期 185,320 97,612 49.2
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  92,077百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 1.50 1.50

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、対前期増減率）

（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

通期 127,000 △6.5 2,300 △12.0 2,500 △15.8 1,000 △58.9 6.20



(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2Q 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2Q 10,054,977 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2Q 161,827,891 株 24年3月期2Q 165,243,047 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 

当上半期におけるわが国経済は、復興関連需要や各種政策効果により緩やかな回復が続きまし

たが、長期化する円高や欧州債務問題を背景とした世界経済の減速などにより、回復の動きにも

足踏みが見られました。 

普通鋼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、電力料金値上げや諸資材価格の上昇などにより、引き続き厳しい経営環境が続いてお

ります。 

このような中で、当社グループにおきましては、需要見合いの生産に徹することにより再生産

可能な適正販価の形成に努め、また、コスト低減の徹底及びきめ細かな品質向上対策に取り組ん

でまいりました。 

その結果、当上半期の連結業績につきましては、鋼材販売数量が前年同期比２万３千トン減少

の52万７千トンとなったことに加え、鋼材販売価格が前年同期比トン当たり７千円下落したこと

により、売上高は620億92百万円と前年同期比48億27百万円の減収となりました。営業利益は、

販売価格が下落したものの、コスト低減の取り組みと鉄スクラップ価格が前年同期に比べて下落

したことにより、９億74百万円と前年同期比４億81百万円の増益となり、経常利益は、前年同期

比５億29百万円増益の11億66百万円、四半期純利益は６億58百万円となりました。 

 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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（47億８百万円）等

により前期末（1,853億20百万円）から48億97百万円減少し、1,804億23百万円となりました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少（26億28百万円）等により前期末（877億７

百万円）から60億１百万円減少し、817億６百万円となりました。 

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（10億77百万円）等がある一方、四

半期純利益の６億58百万円があり、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11億４百万円増加し、987億16百万円となりました。 

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51.0％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９月28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、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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,937 5,292

受取手形及び売掛金 41,271 36,562

たな卸資産 22,304 23,319

その他 1,212 501

貸倒引当金 △11 △2

流動資産合計 70,715 65,673

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,181 15,890

機械装置及び運搬具（純額） 19,014 19,239

土地 59,273 59,278

その他（純額） 755 739

有形固定資産合計 95,225 95,148

無形固定資産 784 746

投資その他の資産   

投資有価証券 16,253 16,426

その他 2,488 2,575

貸倒引当金 △146 △147

投資その他の資産合計 18,595 18,855

固定資産合計 114,605 114,749

資産合計 185,320 180,423

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,623 26,994

短期借入金 19,351 17,230

未払法人税等 225 351

賞与引当金 1,026 782

その他 7,215 7,610

流動負債合計 57,442 52,969

固定負債   

長期借入金 15,931 14,897

退職給付引当金 1,667 1,708

役員退職慰労引当金 47 58

その他 12,618 12,073

固定負債合計 30,265 28,737

負債合計 87,707 81,706
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 40,463

自己株式 △1,831 △1,988

株主資本合計 81,230 83,257

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 367 △710

繰延ヘッジ損益 － △0

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 8,819

少数株主持分 6,484 6,639

純資産合計 97,612 98,716

負債純資産合計 185,320 180,423
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 66,920 62,092

売上原価 61,580 56,245

売上総利益 5,339 5,847

販売費及び一般管理費 4,845 4,872

営業利益 493 974

営業外収益   

受取利息 8 6

受取配当金 134 122

受取賃貸料 139 131

持分法による投資利益 43 83

負ののれん償却額 177 177

その他 59 67

営業外収益合計 563 589

営業外費用   

支払利息 278 257

その他 141 139

営業外費用合計 419 397

経常利益 637 1,166

特別利益   

固定資産売却益 24 14

特別利益合計 24 14

特別損失   

固定資産除却損 54 58

投資有価証券評価損 190 －

従業員弔慰金 － 50

災害による損失 － 81

特別損失合計 245 190

税金等調整前四半期純利益 416 991

法人税等 △154 201

少数株主損益調整前四半期純利益 570 789

少数株主利益 150 131

四半期純利益 420 658
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 570 789

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △670 △1,177

繰延ヘッジ損益 － △0

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △1

その他の包括利益合計 △669 △1,179

四半期包括利益 △98 △389

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △97 △421

少数株主に係る四半期包括利益 △1 32
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 416 991

減価償却費 2,716 2,432

負ののれん償却額 △177 △177

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △16

受取利息及び受取配当金 △143 △128

支払利息 278 257

持分法による投資損益（△は益） △43 △83

固定資産売却損益（△は益） △24 △14

固定資産除却損 54 58

売上債権の増減額（△は増加） 760 5,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,304 △478

仕入債務の増減額（△は減少） △2,029 △2,471

その他 304 △598

小計 799 4,943

利息及び配当金の受取額 167 167

利息の支払額 △280 △257

法人税等の支払額 △32 △190

営業活動によるキャッシュ・フロー 655 4,663

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,237 △1,618

有形及び無形固定資産の売却による収入 32 39

その他 △59 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,264 △1,563

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） 800 △1,700

長期借入れによる収入 3,550 3,300

長期借入金の返済による支出 △3,290 △4,755

配当金の支払額 △251 △406

自己株式の取得による支出 △1 △156

少数株主への配当金の支払額 △3 △21

その他 △22 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー 779 △3,761

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 170 △660

現金及び現金同等物の期首残高 5,584 5,937

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 6

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,754 5,282
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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。 

 

(５) 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。 

 

(６) 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 

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、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２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 増減 

  粗  鋼（単独） 668 千t 641 千t △26 千t 

      （連結） 829 千t 826 千t △3 千t 

  鋼  材（単独） 530 千t 499 千t △31 千t 

      （連結） 668 千t 631 千t △38 千t 

 

(２) 販売実績（単独） 

品  目 項目 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 増減 

  数量 550 千t 527 千t △23 千t 

鋼  材 (単価) ( 74.5 千円) （ 67.5 千円) （ △7.0 千円) 

  金額  40,991 百万円 35,571 百万円  △5,419 百万円

そ の 他 金額  6,327 百万円 5,419 百万円  △907 百万円

合  計 金額  47,318 百万円 40,991 百万円  △6,327 百万円

(うち、輸出)   （ 4,655 百万円） （ 4,775 百万円） （ ＋120 百万円）
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