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

26年3月期第3四半期 97,660 5.1 △475 ― △670 ― △1,091 ―
25年3月期第3四半期 92,924 △7.7 1,194 △25.0 1,424 △24.2 512 △66.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 70百万円 （△84.7％） 25年3月期第3四半期 459百万円 （△81.5％）

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3四半期 △6.76 ―
25年3月期第3四半期 3.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 166,156 84,296 46.5
25年3月期 158,085 84,226 48.8
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 77,294百万円 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 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 1.50 1.50

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、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 130,000 5.5 △800 ― △1,000 ― △1,700 ― △10.53



(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
②①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3Q 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3Q 10,067,543 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3Q 161,390,755 株 25年3月期3Q 161,698,483 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策等により、株価の上昇及び

円安が進み、緩やかな回復基調が見られましたが、新興国の成長鈍化などにより依然として不透

明な状況となっております。 

普通鋼電炉業界におきましては、復興需要や経済政策効果の発現等により、国内の土木・建築

需要は堅調に推移しましたが、建設現場における人手不足問題の顕在化、中国の供給過剰問題に

加え、電力料金の大幅値上げや主原料を始め諸資材価格の上昇により、これまでにない大幅なコ

ストアップに見舞われるなど、一段と厳しい経営環境が続いております。 

このような中で、当社グループにおきましては、当第３四半期連結累計期間は、販売数量が増

加したことから連結売上高は前年同四半期比47億35百万円増加の976億60百万円の増収となりま

した。しかしながら、鉄スクラップ価格の大幅な上昇により、営業損益は前年同四半期比16億69

百万円減少の４億75百万円の損失、経常損益は前年同四半期比20億94百万円減少の６億70百万円

の損失、四半期純損益は前年同四半期比16億３百万円減少の10億91百万円の損失計上のやむなき

に至りました。 

 

（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連結総資産は、たな卸資産の増加（62億67百万円）等により前

期末（1,580億85百万円）から80億70百万円増加し、1,661億56百万円となりました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加（37億30百万円）及び長期借入金の増加（35

億54百万円）等により前連結会計年度末（738億59百万円）から80億円増加し、818億59百万円と

なりました。 

純資産につきましては、四半期純損失（10億91百万円）がありましたが、その他有価証券評価

差額金の増加（11億60百万円）等により、前連結会計年度末（842億26百万円）から70百万円増

加し、842億96百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度の48.8％から46.5％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10月31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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,861 4,143

受取手形及び売掛金 33,537 34,604

たな卸資産 20,224 26,492

その他 965 1,146

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 59,585 66,383

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,835 11,549

機械装置及び運搬具（純額） 13,980 14,110

土地 50,869 50,886

その他（純額） 232 296

有形固定資産合計 76,917 76,842

無形固定資産 404 291

投資その他の資産   

投資有価証券 18,778 20,196

その他 2,509 2,551

貸倒引当金 △110 △109

投資その他の資産合計 21,177 22,638

固定資産合計 98,499 99,772

資産合計 158,085 166,156

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,108 27,839

短期借入金 16,757 16,906

未払法人税等 330 92

賞与引当金 776 508

損害補償損失引当金 150 －

その他 7,202 7,551

流動負債合計 49,324 52,898

固定負債   

長期借入金 12,743 16,297

退職給付引当金 1,725 1,797

役員退職慰労引当金 75 122

その他 9,990 10,743

固定負債合計 24,534 28,960

負債合計 73,859 81,859
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31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 29,960

自己株式 △1,988 △1,990

株主資本合計 73,820 72,752

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 767 1,927

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 4,541

少数株主持分 7,026 7,002

純資産合計 84,226 84,296

負債純資産合計 158,085 166,156
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 92,924 97,660

売上原価 84,351 90,421

売上総利益 8,573 7,238

販売費及び一般管理費 7,378 7,714

営業利益又は営業損失（△） 1,194 △475

営業外収益   

受取利息 9 1

受取配当金 198 206

受取賃貸料 202 211

持分法による投資利益 112 －

負ののれん償却額 182 －

その他 100 60

営業外収益合計 805 480

営業外費用   

支払利息 369 261

持分法による投資損失 － 258

その他 206 155

営業外費用合計 575 675

経常利益又は経常損失（△） 1,424 △670

特別利益   

固定資産売却益 20 －

特別利益合計 20 －

特別損失   

固定資産売却損 251 －

固定資産除却損 72 46

損害補償損失 － 17

従業員弔慰金 50 －

災害による損失 81 －

その他 16 －

特別損失合計 472 63

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（△）

972 △733

法人税等 279 291

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（△）

692 △1,025

少数株主利益 179 65

四半期純利益又は四半期純損失（△） 512 △1,091
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 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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

692 △1,025

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △232 1,092

繰延ヘッジ損益 0 1

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 1

その他の包括利益合計 △232 1,095

四半期包括利益 459 70

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 292 71

少数株主に係る四半期包括利益 166 △1
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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 

      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３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 増減 

  粗鋼（単独） 951 千ｔ 974 千ｔ ＋23 千ｔ 

    （連結） 1,234 千ｔ 1,273 千ｔ ＋38 千ｔ 

  鋼材（単独） 758 千ｔ 851 千ｔ ＋93 千ｔ 

    （連結） 963 千ｔ 1,067 千ｔ ＋104 千ｔ 

 

（２）販売実績（単独） 

品目 項目 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 増減 

  数量 809 千ｔ 840 千ｔ ＋31 千ｔ 

鋼材 (単価) （ 65.8 千円) （ 67.2 千円) （ ＋1.4 千円) 

  金額  53,192 百万円 56,399 百万円 ＋3,207 百万円

その他 金額  7,765 百万円 6,771 百万円 △994 百万円

合計 金額  60,957 百万円 63,171 百万円 ＋2,214 百万円

(うち、輸出)   （ 7,151 百万円） （ 6,942 百万円） （ △209 百万円）

 

（参考：連結） 

品目 項目 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 増減 

鋼材 数量 1,013 千ｔ 1,056 千ｔ ＋42 千ｔ 
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