
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 合同製鐵株式会社 上場取引所 東 
コード番号 5410 URL http://www.godo-steel.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 栗川 勝俊
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 上地 秀典 TEL 06-6343-7600
四半期報告書提出予定日 平成25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 32,255 △2.0 253 △55.3 273 △63.4 81 △83.3
25年3月期第1四半期 32,904 △6.1 566 △20.7 748 △9.9 489 △3.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △279百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △286百万円 （―％）

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 0.51 ―
25年3月期第1四半期 3.02 ―

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 162,463 83,948 47.4
25年3月期 158,085 84,226 48.8
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  77,039百万円 25年3月期  77,199百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

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  ：  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

第2四半期(累計) 69,000 11.1 500 △48.7 400 △65.7 100 △84.8 0.62
通期 140,000 13.6 2,800 161.9 3,300 143.1 2,300 ― 14.23



(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 

(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 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな
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当たっての注意事項等につきましては、【添付資料】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   ：  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   ：  無
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 171,452,113 株 25年3月期 171,452,113 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 10,058,552 株 25年3月期 10,057,522 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 161,394,015 株 25年3月期1Q 162,150,842 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 

当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、金融緩和政策や積極財政政策を背景とし

て持ち直し傾向にありますが、輸入燃料、原材料価格の高騰等に対する懸念も広がってきており

ます。 

普通鋼電炉業界におきましては、国内建設需要が盛り上がりに欠ける中、中国の供給過剰問題

は、安価鋼材の国内流入や、円高修正にも拘わらず輸出環境の改善には繋がらないという状況を

招いており、依然として厳しい経営環境が続いております。 

このような中で、当社グループの販売価格が下落した結果、当第１四半期連結累計期間におけ

る連結売上高は、前年同四半期比６億49百万円減少の322億55百万円となりました。営業利益は

前年同四半期比３億13百万円減少の２億53百万円、経常利益は前年同四半期比４億74百万円減少

の２億73百万円となりました。四半期純利益は、前年同四半期比４億７百万円減少の81百万円と

なりました。 

 

(２)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の連結総資産は、受取手形及び売掛金の増加（15億16百万円）及

びたな卸資産の増加（29億58百万円）等により、前期末（1,580億85百万円）から43億78百万円

増加し、1,624億63百万円となりました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加（23億83百万円）及び短期借入金の増加（15

億円）等により前期末（738億59百万円）から46億55百万円増加し、785億14百万円となりまし

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（２億68百万円）等により、前期末

（842億26百万円）から２億77百万円減少し、839億48百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結連結会計年度の48.8％から47.4％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25年４月26日発表）から修正しております。詳

細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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 4,861 5,634

受取手形及び売掛金 33,537 35,053

たな卸資産 20,224 23,182

その他 965 1,080

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 59,585 64,947

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,835 11,679

機械装置及び運搬具（純額） 13,980 13,688

土地 50,869 50,882

その他（純額） 232 308

有形固定資産合計 76,917 76,558

無形固定資産 404 369

投資その他の資産   

投資有価証券 18,778 18,141

その他 2,509 2,556

貸倒引当金 △110 △110

投資その他の資産合計 21,177 20,587

固定資産合計 98,499 97,515

資産合計 158,085 162,463

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,108 26,491

短期借入金 16,757 18,257

未払法人税等 330 143

賞与引当金 776 500

損害補償損失引当金 150 150

その他 7,202 7,340

流動負債合計 49,324 52,884

固定負債   

長期借入金 12,743 13,802

退職給付引当金 1,725 1,771

役員退職慰労引当金 75 100

その他 9,990 9,955

固定負債合計 24,534 25,630

負債合計 73,859 78,514
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(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) 

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 31,026 31,133

自己株式 △1,988 △1,988

株主資本合計 73,820 73,927

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 767 498

繰延ヘッジ損益 △1 △0

土地再評価差額金 2,613 2,613

その他の包括利益累計額合計 3,379 3,111

少数株主持分 7,026 6,909

純資産合計 84,226 83,948

負債純資産合計 158,085 162,463
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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：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 32,904 32,255

売上原価 29,787 29,392

売上総利益 3,117 2,862

販売費及び一般管理費 2,550 2,609

営業利益 566 253

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 120 111

受取賃貸料 65 69

持分法による投資利益 55 －

負ののれん償却額 88 －

その他 46 25

営業外収益合計 379 208

営業外費用   

支払利息 129 86

持分法による投資損失 － 55

その他 68 45

営業外費用合計 197 187

経常利益 748 273

特別損失   

固定資産除却損 31 10

従業員弔慰金 50 －

特別損失合計 81 10

税金等調整前四半期純利益 667 263

法人税等 143 124

少数株主損益調整前四半期純利益 524 138

少数株主利益 35 57

四半期純利益 489 81
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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：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 524 138

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △810 △419

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 △0

その他の包括利益合計 △810 △418

四半期包括利益 △286 △279

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △212 △185

少数株主に係る四半期包括利益 △74 △94
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）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。 

 

（５）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） 

連結の範囲の重要な変更 

当第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日本選鋼株式会社、船橋機工株式会社及び合鐵大阪物流株式会社を連

結の範囲に加えております。 

 

３．その他 

（１）生産実績（単独・連結）  

品目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 増減 

粗鋼（単独） 346 千ｔ 348 千ｔ ＋2 千ｔ

  （連結） 450 千ｔ 457 千ｔ ＋7 千ｔ

鋼材（単独） 273 千ｔ 294 千ｔ ＋21 千ｔ

  （連結） 345 千ｔ 366 千ｔ ＋20 千ｔ

 

（２）販売実績（単独） 

品目 項目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 増減 

  数量 273 千ｔ 276 千ｔ ＋2 千ｔ 

鋼材 (単価) （ 68.7 千円) （ 65.7 千円) （ △3.0 千円) 

  金額  18,774 百万円 18,107 百万円 △667 百万円

その他 金額  3,334 百万円 2,747 百万円 △587 百万円

合計 金額  22,108 百万円 20,855 百万円 △1,253 百万円

(うち、輸出)   （ 2,997 百万円） （ 2,796 百万円）（ △201 百万円）

 

（参考：連結） 

品目 項目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 増減 

鋼材 数量 339 千ｔ 346 千ｔ ＋7 千ｔ 
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