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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 28,175 1.6 1,265 ― 998 ― 934 ―

25年3月期第1四半期 27,721 △21.1 △1,173 ― △1,485 ― △1,547 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,172百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △2,060百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 6.04 ―

25年3月期第1四半期 △10.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 142,899 31,633 22.1
25年3月期 140,808 30,461 21.6

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  31,600百万円 25年3月期  30,430百万円

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  

26年3月期の配当予想額は、現時点で未定となっております。 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―

26年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 61,000 15.6 1,300 ― 500 ― 500 ― 3.23
通期 123,000 13.0 2,500 ― 1,000 ― 1,000 ― 6.46



(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、決算短信（添付資料）２ページ「１．（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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） 26年3月期1Q 154,973,338 株 25年3月期 154,973,338 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 279,497 株 25年3月期 278,675 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 154,694,029 株 25年3月期1Q 154,695,818 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるステンレス特殊鋼業界は、昨年末以降進んだ円安・株高が持続し、緩やかな

がら景気回復の兆しも見えてきました。ＬＭＥニッケル相場は＄7／lb近辺から＄6.5／lb近辺へと穏やかな下落傾

向にあるものの、為替相場も含め四半期を通じて比較的安定した相場環境となりました。しかしながら、依然とし

て中国経済の成長鈍化、欧州経済の低迷が続いており、実体経済の回復には未だ力強さに欠け、先行きに不透明感

を残す状況となっています。 

 このような経営環境の中、当社グループとしましては、戦略分野である高機能材につきまして、本年６月に拡販

戦略の立案・推進等を担う組織として高機能材営業推進部を設立し、国内外への更なる拡販を図っておりますが、

採算重視の受注方針を展開した結果、販売数量は前年同四半期比5.3%減となりました。一方、一般材の販売数量に

つきましては前年同四半期とほぼ同水準（0.9%増）となりました。また、昨年10月に公表しました「総コスト削減

計画」に基づく諸施策を着実に実行することにより、収益の改善を図ってまいりました。 

 この結果、平成26年３月期第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高 28,175百万円（前年同四半期比 453

百万円増）、営業利益 1,265百万円（前年同四半期比 2,437百万円増）、経常利益 998百万円（前年同四半期比

2,483百万円増）、四半期純利益 934百万円（前年同四半期比 2,481百万円増）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は 142,899百万円となり、前連結会計年度末比 2,090百万円の増加と

なりました。これは主として流動資産の増加であり、棚卸資産の増加（ 4,485百万円）と受取手形及び売掛金の減

少（ 1,505百万円）などによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は 111,265百万円となり、前連結会計年度末比 918百万円の増加となり

ました。これは主として支払手形及び買掛金の増加（ 1,123百万円）によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の額は 31,633百万円となり、前連結会計年度末比 1,172百万円増加して

おります。これにより自己資本比率は 22.1％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後のステンレス特殊鋼業界につきましては、中長期的には景気は回復基調にあると思われますが、短期的には

景気回復の具体的実感に未だ乏しく、ＬＭＥニッケル相場も低迷していることから、需要回復までには厳しい環境

が続くと予想しております。 

 このような状況を踏まえ、平成25年５月９日に公表いたしました業績予想は変更いたしません。 

   

   

（会計上の見積りの変更） 

 当第１四半期連結累計期間より、一部の連結子会社において退職給付債務の計算方法を原則法から簡便法に変更

しております。この変更は、これらの連結子会社の従業員数の著しい減少によって高い水準の信頼性を持った数理

計算上の見積りを行うことが困難となったため行ったものです。この結果、従来と同一の方法によった場合と比較

して、当第１四半期連結累計期間において営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は 260百万円増加して

おります。 

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



２．連結財務諸表等 
（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,121 9,479

受取手形及び売掛金 21,715 20,209

商品及び製品 5,909 8,026

仕掛品 13,458 15,741

原材料及び貯蔵品 8,193 8,278

その他 1,149 814

貸倒引当金 △585 △584

流動資産合計 59,960 61,963

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,315 13,149

機械装置及び運搬具（純額） 20,640 20,737

土地 39,346 39,354

その他（純額） 1,699 1,682

有形固定資産合計 74,999 74,922

無形固定資産 936 864

投資その他の資産   

投資有価証券 4,185 4,439

その他 786 751

貸倒引当金 △57 △40

投資その他の資産合計 4,913 5,150

固定資産合計 80,849 80,936

資産合計 140,808 142,899



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,891 21,014

短期借入金 34,581 35,829

1年内返済予定の長期借入金 11,061 10,410

賞与引当金 645 379

その他 5,290 5,527

流動負債合計 71,468 73,159

固定負債   

長期借入金 18,053 17,914

退職給付引当金 9,218 8,751

環境対策引当金 29 16

その他 11,580 11,426

固定負債合計 38,879 38,107

負債合計 110,347 111,265

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 △5,788 △4,854

自己株式 △132 △132

株主資本合計 27,923 28,857

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 646 846

繰延ヘッジ損益 △5 △0

土地再評価差額金 1,823 1,823

為替換算調整勘定 42 74

その他の包括利益累計額合計 2,507 2,742

少数株主持分 31 34

純資産合計 30,461 31,633

負債純資産合計 140,808 142,899



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 27,721 28,175

売上原価 26,218 24,535

売上総利益 1,503 3,640

販売費及び一般管理費 2,676 2,376

営業利益又は営業損失（△） △1,173 1,265

営業外収益   

受取配当金 55 53

固定資産賃貸料 37 35

その他 41 22

営業外収益合計 133 110

営業外費用   

支払利息 285 279

その他 160 97

営業外費用合計 445 376

経常利益又は経常損失（△） △1,485 998

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 2

その他 0 －

特別利益合計 1 2

特別損失   

減損損失 10 10

その他 13 －

特別損失合計 24 10

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（△）

△1,508 991

法人税等 42 54

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（△）

△1,549 936

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,547 934



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

△1,549 936

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △469 199

繰延ヘッジ損益 3 4

為替換算調整勘定 △45 32

その他の包括利益合計 △511 236

四半期包括利益 △2,060 1,172

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,058 1,170

少数株主に係る四半期包括利益 △2 2



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	ヘッダー１3: 日本冶金工業㈱（5480）　平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１4: 日本冶金工業㈱（5480）　平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１5: 日本冶金工業㈱（5480）　平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１6: 日本冶金工業㈱（5480）　平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１7: 日本冶金工業㈱（5480）　平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１8: 日本冶金工業㈱（5480）　平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１9: 日本冶金工業㈱（5480）　平成26年３月期　第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


