
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
     

   

 
       

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 12,919 △11.4 △54 ― 549 △26.2 335 ―
25年３月期第１四半期 14,582 631.7 31 ― 744 52.6 △1,967 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 742百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △1,871百万円( ―％)

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 1.72 ―
25年３月期第１四半期 △10.08 ―

（２）連結財政状態

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 124,618 114,347 91.7
25年３月期 125,771 114,388 90.9

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 114,257百万円 25年３月期 114,304百万円

２．配当の状況

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 ― 4.00 4.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 25,640 △7.7 △1,123 ― △237 ― △728 ― △3.73
通期 55,015 △5.9 △755 ― 776 △84.2 △364 ― △1.86

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

     

     

     

     

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 195,770,713株 25年３月期 195,770,713株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 570,971株 25年３月期 563,932株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 195,204,385株 25年３月期１Ｑ 195,225,356株

※ 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ますが、この四半期決算短
信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続中であります。

※ 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、その達成を当社として約束する主旨のものではありません。また、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４ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済においては、政府による新たな経済政策への期待感等

から円高是正及び株価回復等が進み、景況感の改善等もあり、輸出・生産活動の持ち直し、企業収益の

一部は改善傾向及び設備投資は底打ちも見られ、総じて改善傾向で推移しました。 

一方、海外においては、アジア経済は中国を中心に緩やかな景気拡大傾向にあったものの一部には減

速の兆候も見られており、欧州経済においては財政不安の継続、また、米国経済では回復基調が継続し

ているものの緩やかなものであり、依然として不透明な状況が継続しました。 

このような状況のもと、当社グループの売上高・損益の大半を占めるニッケル事業の主需要先である

ステンレス鋼業界においては、欧州の経済回復の遅れ等の影響もあり、輸出環境の改善は見られず国内

外の需要は低迷しており、アジア新興国等では堅調であった内需の鈍化も見られ、調整局面が継続した

推移となりました。 

このような中、フェロニッケル需要は、内外のステンレス鋼業界の停滞状況等を受け、伸び悩みの状

況での推移となりました。 

ニッケルのロンドン金属取引所(ＬＭＥ)における価格は、欧米財政問題及びニッケル先行き供給過剰

等の見方は継続し、更には中国経済成長減速懸念の影響もあり、軟調な動きは常態化しており、総じて

低調な推移となりました。 

その中で、当社のフェロニッケル販売数量は、国内向けは微増であったものの、販売数量の約80％を

占める輸出向けは減少し、全体では前年同四半期比13.4％の減少となりました。 

販売価格は、フェロニッケル製品の価格形成の指標となる当社適用ＬＭＥニッケル価格が前年同四半

期比16.2％の下降となりましたが、当社適用平均為替レートは前年同四半期比22.3％の円安となり、上

昇しました。 

販売価格は上昇しましたが販売数量が減少となった結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は

12,919百万円、前年同四半期比11.4％の減収となりました。損益につきましては、営業損失は54百万円

（前年同四半期営業利益31百万円）、主に持分法による投資利益を計上した経常利益は549百万円、前

年同四半期比26.2％減、主に繰延税金資産の取り崩し等による法人税等調整額が前年同四半期は3,126

百万円ありましたが当第１四半期連結累計期間は189百万円であったため、四半期純利益は335百万円

（前年同四半期純損失1,967百万円）となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

  

①ニッケル事業 

ニッケル事業についての業績は、「(1)連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおりでありま

す。 

その結果、当部門の売上高は12,555百万円、前年同四半期比11.8％の減収、営業損失は57百万円（前

年同四半期営業利益68百万円）となりました。 

  

②電力卸供給事業 

電力卸供給事業につきましては、電力需要が引き続き堅調に推移しました。 

その結果、当部門の売上高は254百万円、前年同四半期比7.6％増、営業利益は28百万円、前年同四半

期比5.3％増となりました。 

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
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③その他 

その他の事業部門につきましては、ガス事業は比較的堅調に推移しましたが、廃棄物リサイクル事業

は、受注数量が不振だったため、損失となりました。 

その結果、当部門の売上高は171百万円、前年同四半期比2.6％減、営業損失は19百万円(前年同四半

期営業損失67百万円)となりました。 

  

（資産の部） 

資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,152百万円減少し、124,618百万円となりました。 

当第１四半期会計期間末における流動資産は、主需要先であるステンレス鋼業界は国内外において調

整局面となっており、その影響を受け当社フェロニッケル製品の販売数量が低迷し在庫が増加したこと

等により、商品及び製品は増加しましたが、一方では、たな卸資産増加に伴い現金及び預金が減少した

こと等もあり、前連結会計年度末に比べ63百万円の減少となりました。 

固定資産においては、持分法による投資利益増加等に伴う投資有価証券の増加等もありましたが、有

形固定資産において定期更新工事等の投資額が減価償却額を下回ったこと等による減少等により、前連

結会計年度末に比べ1,089百万円の減少となりました。 

（負債の部） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,111百万円減少し、10,271百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末において、設備投資代金決済による流動負債その他に含まれる未払金の

減少等により、流動負債が前連結会計年度末に比べ877百万円の減少となりました。 

固定負債においては、長期借入金の返済による減少及び繰延税金負債の減少等により、前連結会計年

度末に比べ233百万円の減少となりました。 

（純資産の部） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ41百万円減少し、114,347百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末において、四半期純利益335百万円の計上による増加等もありました

が、配当780百万円の実施による減少等により株主資本が448百万円の減少、その他の包括利益累計額は

401百万円増加並びに少数株主持分は6百万円の増加となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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連結業績予想については、ニッケル事業の主需要先であるステンレス鋼業界における国内外需要は低

迷しており調整局面が継続しているため、フェロニッケル需要は依然厳しい環境で推移するものと見込

んでおります。 

そのため、平成25年8月6日付「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」において、通

期連結業績予想を以下のとおり修正いたしました。また、市場条件につきましても見直しております。

なお、この業績の修正に伴う配当金予想についても次ページのとおり修正し、１株当たりの中間配当

及び期末を見合わせることとしております。 

≪参考≫  

【業績予想の修正】(平成25年８月６日発表) 

(1)平成26年３月期第２四半期(累計)連結業績予想数値の修正(平成25年4月1日～平成25年9月30日) 

 
(2)平成26年３月期通期連結業績予想数値の修正(平成25年4月1日～平成26年3月31日) 

 
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり 
四半期純利益

前回発表予想(Ａ)
(平成25年５月10日発表)

百万円
31,176

百万円
1,698

百万円
2,616

百万円
2,224

円 銭
11.39

今回修正予想(Ｂ) 25,640 △1,123 △237 △728 △3.73

増 減 額 (Ｂ－Ａ) △5,536 △2,821 △2,853 △2,952

増 減 率 (％) △17.8 ― ― ―

(参考)前期第２四半期実績
(平成25年３月第２四半期)

27,783 △311 1,088 △2,298 △11.77

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

前回発表予想(Ａ)
(平成25年５月10日発表)

百万円
64,866

百万円
4,252

百万円
6,129

百万円
4,382

円 銭
22.45

今回修正予想(Ｂ) 55,015 △755 776 △364 △1.86

増 減 額 (Ｂ－Ａ) △9,851 △5,007 △5,353 △4,746

増 減 率 (％) △15.2 ― △87.3 ―

(参考)前期実績
(平成25年３月期)

58,488 2,168 4,920 2,126 10.89
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【配当予想の修正】(平成25年８月６日発表) 

修正の内容(平成25年４月１日～平成26年３月31日) 

 
  

【前提条件の修正】 

 
  

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

前回発表予想
(平成25年５月10日発表)

円 銭
―

円 銭
3.00

円 銭
―

円 銭
4.00

円 銭
7.00

今回発表予想 ― 0.00 ― 0.00 0.00

当期実績 ―

前期実績(平成25年３月期) ― 0.00 ― 4.00 4.00

販売数量 
(T/Y)

適用LMEニッケル価格 
($/lb)

適用為替 
(\/$)

上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期

前回発表予想
(平成25年５月10日発表) 18,845 19,330 38,175 8.00 8.43 8.22 89.06 89.43 89.25

今回発表予想 16,656 17,354 34,010 6.81 7.37 7.10 98.21 99.37 98.80

前期実績 
(平成25年３月期)

18,341 18,761 37,102 8.29 8.19 8.24 79.13 84.82 82.01
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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 29,505 26,484

受取手形及び売掛金 8,149 7,223

商品及び製品 6,087 8,755

仕掛品 272 302

原材料及び貯蔵品 4,616 5,723

繰延税金資産 1,446 1,321

その他 918 1,122

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 50,991 50,928

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 26,985 25,543

その他（純額） 21,711 21,589

有形固定資産合計 48,697 47,132

無形固定資産   

ソフトウエア 62 50

その他 6 6

無形固定資産合計 68 56

投資その他の資産   

投資有価証券 20,783 21,337

その他 5,293 5,225

貸倒引当金 △63 △63

投資その他の資産合計 26,013 26,500

固定資産合計 74,779 73,690

資産合計 125,771 124,618
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,605 2,056

短期借入金 178 178

未払費用 1,975 2,095

未払法人税等 214 20

賞与引当金 330 78

その他 3,414 2,412

流動負債合計 7,718 6,841

固定負債   

長期借入金 247 178

退職給付引当金 74 78

再評価に係る繰延税金負債 1,567 1,567

繰延税金負債 1,326 1,206

その他 448 399

固定負債合計 3,663 3,429

負債合計 11,382 10,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,922 13,922

資本剰余金 3,481 3,481

利益剰余金 94,484 94,038

自己株式 △392 △395

株主資本合計 111,494 111,046

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,979 1,665

繰延ヘッジ損益 △21 △15

土地再評価差額金 1,391 1,391

為替換算調整勘定 △540 170

その他の包括利益累計額合計 2,809 3,211

少数株主持分 83 90

純資産合計 114,388 114,347

負債純資産合計 125,771 124,618
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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 14,582 12,919

売上原価 13,084 11,387

売上総利益 1,498 1,532

販売費及び一般管理費   

販売費 458 543

一般管理費 1,008 1,043

販売費及び一般管理費合計 1,466 1,586

営業利益又は営業損失（△） 31 △54

営業外収益   

受取利息 10 10

受取配当金 71 64

不動産賃貸料 20 22

受取技術料 － 244

持分法による投資利益 608 345

その他 64 31

営業外収益合計 775 718

営業外費用   

支払利息 6 4

設備賃貸費用 10 15

為替差損 － 43

その他 46 50

営業外費用合計 63 114

経常利益 744 549

特別利益   

投資有価証券売却益 － 12

補助金収入 504 －

特別利益合計 504 12

特別損失   

固定資産除却損 51 21

持分変動損失 12 －

特別損失合計 63 21

税金等調整前四半期純利益 1,184 539

法人税、住民税及び事業税 28 8

法人税等調整額 3,126 189

法人税等合計 3,155 198

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（△）

△1,970 341

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,967 335
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,970 341

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △370 △328

繰延ヘッジ損益 － 5

持分法適用会社に対する持分相当額 468 724

その他の包括利益合計 98 401

四半期包括利益 △1,871 742

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,868 736

少数株主に係る四半期包括利益 △3 6
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（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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