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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 13,236 3.3 210 ― 457 76.7 180 ―
24年3月期第2四半期 12,812 △7.1 △24 ― 258 △37.5 △198 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △369百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △641百万円 （―％）

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 3.69 ―
24年3月期第2四半期 △4.05 ―

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 58,114 40,520 65.8
24年3月期 61,695 41,036 62.9
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  38,240百万円 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 ― 3.00
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、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  ：  有   

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 26,857 △2.5 501 217.1 831 10.1 401 220.8 8.21



(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
半期連結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2Q 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2Q 2,896,185 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2Q 48,860,167 株 24年3月期2Q 48,863,993 株
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当第２四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、海外経済の減速、円高の継続により、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２四半期連結累計期間の売上高は13,236百万円（前年

同期比3.3％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210

百万円（前年同期は営業損失24百万円）となり、経常利益は457百万円（前年同期比76.7％増）とな

り、四半期純利益は180百万円（前年同期は四半期純損失198百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は58,114百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,581百万円

減少となりました。流動資産は24,859百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,359百万円減少となり

ました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金等の減少によるものです。固定資産は33,254

百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,221百万円減少となりました。これは主に、有形固定資産、

投資有価証券等の減少によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は17,594百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,065百万

円減少となりました。流動負債は8,451百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,988百万円減少となり

ました。これは主に、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金等の減少によるものです。固定負債は

9,142百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万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２四半期連結会計期間末の純資産合計は40,520百万円となり、前連結会計年度末に比べ516百万

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65.8％となりました。 

  

平成25年３月期の業績につきましては、平成24年11月７日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

  

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、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２四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 8,624,733 7,887,751

受取手形及び売掛金 9,350,468 8,463,233

有価証券 1,025,965 854,098

製品 4,706,101 4,530,893

仕掛品 687,458 706,412

原材料及び貯蔵品 2,548,068 2,142,328

繰延税金資産 143,922 144,049

その他 137,182 134,742

貸倒引当金 △3,997 △3,518

流動資産合計 27,219,904 24,859,991

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,118,989 4,937,310

機械装置及び運搬具（純額） 2,549,301 2,383,521

土地 8,862,279 8,801,530

その他（純額） 226,147 203,729

有形固定資産合計 16,756,718 16,326,093

無形固定資産

ソフトウエア 252,942 234,183

その他 6,857 6,646

無形固定資産合計 259,800 240,830

投資その他の資産

投資有価証券 14,857,718 14,414,295

長期貸付金 290,708 271,876

繰延税金資産 566,634 566,685

その他 1,772,550 1,463,077

貸倒引当金 △28,560 △28,560

投資その他の資産合計 17,459,052 16,687,375

固定資産合計 34,475,570 33,254,298

資産合計 61,695,474 58,114,289
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(単位：千円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,890,916 4,857,608

短期借入金 2,050,000 850,000

1年内返済予定の長期借入金 3,028,000 1,438,000

未払金 623,308 585,584

未払法人税等 162,076 85,709

賞与引当金 183,807 178,913

その他 501,933 455,328

流動負債合計 11,440,041 8,451,144

固定負債

長期借入金 6,278,000 6,189,000

繰延税金負債 1,169,815 1,163,894

退職給付引当金 1,591,253 1,617,824

役員退職慰労引当金 100,844 104,514

その他 79,228 67,678

固定負債合計 9,219,142 9,142,911

負債合計 20,659,184 17,594,055

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 18,546,420

自己株式 △895,054 △895,263

株主資本合計 39,225,574 39,259,258

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 △1,018,393

繰延ヘッジ損益 △10,829 －

その他の包括利益累計額合計 △429,917 △1,018,393

少数株主持分 2,240,633 2,279,368

純資産合計 41,036,290 40,520,233

負債純資産合計 61,695,474 58,114,289
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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：千円）

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 12,812,529 13,236,511

売上原価 10,920,081 11,318,285

売上総利益 1,892,447 1,918,226

販売費及び一般管理費 1,917,297 1,707,510

営業利益又は営業損失（△） △24,849 210,715

営業外収益

受取利息 85,949 74,678

受取配当金 185,348 193,023

有価証券売却益 26,366 －

受取賃貸料 17,575 18,206

雑収入 53,430 23,103

営業外収益合計 368,670 309,012

営業外費用

支払利息 44,188 42,821

有価証券売却損 － 10,580

支払手数料 26,308 1,372

雑支出 14,355 7,373

営業外費用合計 84,851 62,147

経常利益 258,969 457,579

特別利益

固定資産売却益 － 48,139

補助金収入 5,698 －

特別利益合計 5,698 48,139

特別損失

投資有価証券評価損 357,642 207,203

固定資産除売却損 5,800 21,058

災害による損失 54,786 －

退職給付費用 188,788 －

その他 11,217 11,768

特別損失合計 618,236 240,029

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（△）

△353,568 265,690

法人税等 25,542 49,187

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（△）

△379,111 216,503

少数株主利益又は少数株主損失（△） △181,037 35,967

四半期純利益又は四半期純損失（△） △198,073 180,535

日亜鋼業株式会社（5658）　平成25年3月期　第2四半期決算短信

-6-



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：千円)

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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△379,111 216,503

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △332,093 △605,399

繰延ヘッジ損益 69,451 19,690

その他の包括利益合計 △262,641 △585,708

四半期包括利益 △641,752 △369,205

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △479,890 △407,940

少数株主に係る四半期包括利益 △161,862 38,735
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△353,568 265,690

減価償却費 719,392 605,065

のれん償却額 105,278 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △900 △479

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,113 △4,893

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △107,199 3,669

退職給付引当金の増減額（△は減少） 173,685 26,571

受取利息及び受取配当金 △271,298 △267,702

支払利息 44,188 42,821

有価証券売却損益（△は益） △26,366 10,580

投資有価証券評価損益（△は益） 357,642 207,203

固定資産除売却損益（△は益） 5,800 △27,081

売上債権の増減額（△は増加） 1,128,118 887,235

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,904 561,994

仕入債務の増減額（△は減少） △334,095 △102,870

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,743 3,849

その他 △2,270 △25,913

小計 1,361,874 2,185,740

利息及び配当金の受取額 271,391 267,494

利息の支払額 △44,300 △44,304

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 772 △126,488

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,589,737 2,282,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,102,500 △3,402,700

定期預金の払戻による収入 2,502,300 2,602,500

有価証券の取得による支出 － △98,155

有価証券の売却による収入 404,695 457,051

投資有価証券の取得による支出 △1,663,545 △1,108,593

投資有価証券の売却による収入 448,214 487,868

有形固定資産の取得による支出 △379,051 △127,535

有形固定資産の売却による収入 － 124,319

無形固定資産の取得による支出 △11,407 △40,287

貸付けによる支出 △5,200 －

貸付金の回収による収入 25,180 12,865

金銭の信託の解約による収入 181,652 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △599,662 △1,092,666
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（単位：千円）

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)

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） △1,800,000 △1,200,000

長期借入れによる収入 2,300,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △674,000 △2,379,000

自己株式の取得による支出 △444 △392

自己株式の処分による収入 － 123

リース債務の返済による支出 △1,516 △1,358

配当金の支払額 △146,693 △146,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △322,654 △3,026,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 667,421 △1,837,182

現金及び現金同等物の期首残高 4,908,435 6,522,233

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,575,856 4,685,051
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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） 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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