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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 79,021 △22.1 △6,158 ― △7,017 ― △7,857 ―

24年3月期第3四半期 101,391 △0.0 2,387 179.0 1,373 ― 2,249 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △8,228百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 2,048百万円 （―％）

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3四半期 △50.79 ―

24年3月期第3四半期 16.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 136,900 29,493 21.5
24年3月期 149,869 37,829 25.2

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  29,464百万円 24年3月期  37,801百万円

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 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 0.00 0.00

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  
（参考）連結業績予想の修正については、本日（平成25年2月5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。 

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 108,000 △19.9 △5,000 ― △6,000 ― △7,000 ― △45.25



(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）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計上の見積りの変更」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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対す
る四半期レビュー手続きを実施中です。 

※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仮定については、添付資料２ページ「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

※  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   ：  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   ：  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3Q 154,973,338 株 24年3月期 154,973,338 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 277,778 株 24年3月期 276,928 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 154,695,664 株 24年3月期3Q 137,475,270 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるステンレス特殊鋼業界は、輸出市場においては欧州経済の冷え込みや中国経

済の減速などにより盛り上がりに欠ける展開となりました。また、国内市場も復興需要の遅れなどから企業の設備

投資、個人消費とも目立った回復が見られず、需要は低調のまま推移しました。 

 一方主原料であるＬＭＥニッケル相場は10月以降＄７～８／LBの間を上下する動きとなり、ステンレス需要に対

する原料相場の影響は限定的となりました。こうした流れを受けて、ステンレス特殊鋼製品の販売価格は国内外と

もに力強さに欠ける展開となりました。 

 このような経営環境の中で、高機能材部門の販売数量は主に輸出市場の不振の影響を受けたことにより、前年同

期比約10％の減少となり、一般材部門の販売数量につきましても採算重視の受注方針を展開した結果、約６％の減

少となりました。 

 この結果、平成25年３月期第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は79,021百万円（前年同期比22.1％の

減収）となり、営業利益は△6,158百万円（前年同期比8,545百万円減）、経常利益は△7,017百万円（前年同期比

8,390百万円減）となりました。また、四半期純利益は、設備集約による事業構造改善費用等の特別損失の計上に

より、△7,857百万円（前年同期比10,106百万円減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産残高は 136,900百万円となり、前連結会計年度末比 12,969百万円の減少

となりました。これは主として流動資産の減少であり、現金及び預金の減少（ 5,917百万円）および、受取手形及

び売掛金等の減少（ 5,421百万円）などによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は 107,408百万円となり、前連結会計年度末比 4,632百万円の減少とな

りました。これは主として支払手形及び買掛金の減少（ 3,137百万円）および、長期借入金の減少（ 1,642百万

円）によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産の額は 29,493百万円となり、前連結会計年度末比 8,336百万円減少して

おります。これにより自己資本比率は 21.5％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

世界経済の回復が遅れていることなどにより、ステンレス特殊鋼製品市場の需給環境は国内外とも厳しい状況

が続いておりますが、一方で国内向けを中心に製品販売価格の改定が浸透しつつあること、また為替相場において

円高の是正が進んでいることなど、以前に比べて明るい材料も見受けられます。しかしながら当第３四半期連結累

計期間の経営成績を踏まえて、誠に遺憾ながら平成24年10月30日に公表した通期業績予想を下記の通り修正いたし

ます。 

このような経営環境においても黒字を計上できるような体質にすべく、平成24年10月30日に公表した「総コス

ト削減計画」の着実な実行に向け、引き続きグループ総力を上げて注力してまいります。 

  

（本業績予想において、為替レート90円／米ドルを前提としております。） 

   

会計上の見積りの変更 

（耐用年数の変更）  

 当社が保有する一部の機械及び装置において、従来、14年を耐用年数として減価償却を行ってきましたが、当第

３四半期連結会計期間において、各設備能力や経済的使用見込期間等の検証を実施した結果、従来の耐用年数より

長期間使用可能であることが判明したため、これらの設備の耐用年数を25年または30年に見直し、将来にわたり変

更しております。  

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ149百万円増加しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  平成25年度３月期 通期  

連結売上高（百万円）    108,000

連結営業利益（百万円）    △5,000

連結経常利益（百万円）    △6,000

連結当期純利益（百万円）   △7,000

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,130 9,214

受取手形及び売掛金 23,829 18,408

商品及び製品 6,307 6,507

仕掛品 14,188 13,845

原材料及び貯蔵品 8,586 7,428

その他 1,059 1,146

貸倒引当金 △638 △582

流動資産合計 68,461 55,965

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,492 13,180

機械装置及び運搬具（純額） 19,727 20,930

土地 39,027 39,315

その他（純額） 2,312 1,956

有形固定資産合計 74,558 75,382

無形固定資産 1,241 994

投資その他の資産   

投資有価証券 4,811 3,810

その他 850 807

貸倒引当金 △52 △58

投資その他の資産合計 5,609 4,559

固定資産合計 81,408 80,935

資産合計 149,869 136,900



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,702 17,564

短期借入金 30,430 32,436

1年内返済予定の長期借入金 12,187 10,626

賞与引当金 796 333

その他 5,880 5,931

流動負債合計 69,995 66,891

固定負債   

長期借入金 21,104 19,462

退職給付引当金 9,295 9,449

環境対策引当金 65 16

その他 11,582 11,590

固定負債合計 42,046 40,517

負債合計 112,040 107,408

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,301 24,301

資本剰余金 9,542 9,542

利益剰余金 1,688 △6,280

自己株式 △132 △132

株主資本合計 35,399 27,431

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 620 244

繰延ヘッジ損益 △2 △2

土地再評価差額金 1,832 1,832

為替換算調整勘定 △47 △41

その他の包括利益累計額合計 2,402 2,033

少数株主持分 28 28

純資産合計 37,829 29,493

負債純資産合計 149,869 136,900



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 101,391 79,021

売上原価 91,276 77,531

売上総利益 10,115 1,490

販売費及び一般管理費 7,728 7,649

営業利益又は営業損失（△） 2,387 △6,158

営業外収益   

受取配当金 119 104

固定資産賃貸料 30 97

為替差益 － 68

その他 100 101

営業外収益合計 250 371

営業外費用   

支払利息 849 852

その他 415 378

営業外費用合計 1,264 1,230

経常利益又は経常損失（△） 1,373 △7,017

特別利益   

投資有価証券売却益 68 －

受取保険金 7 22

環境対策引当金戻入額 － 31

その他 11 10

特別利益合計 85 63

特別損失   

事業構造改善費用 － 601

その他 316 164

特別損失合計 316 766

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（△）

1,142 △7,720

法人税等 △1,107 139

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（△）

2,249 △7,859

少数株主損失（△） △0 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,249 △7,857



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

2,249 △7,859

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △341 △375

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金 200 －

為替換算調整勘定 △61 6

その他の包括利益合計 △201 △369

四半期包括利益 2,048 △8,228

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,049 △8,226

少数株主に係る四半期包括利益 △2 △2



 当該事項はありません。  

   

 当該事項はありません。   

   

（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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