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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9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 ％

27年3月期第2四半期 13,606 5.8 193 △58.9 446 △49.7 288 △49.6
26年3月期第2四半期 12,855 △2.9 469 123.0 888 94.3 572 217.1

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 576百万円 （△51.5％） 26年3月期第2四半期 1,187百万円 （―％）

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

27年3月期第2四半期 5.97 ―
26年3月期第2四半期 11.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 64,390 44,296 64.5
26年3月期 62,642 43,021 65.0
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 41,558百万円 26年3月期 40,696百万円

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
平成27年3月期の期末配当については未定であります。

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

26年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
27年3月期 ― 3.00
27年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 29,862 4.7 964 △34.3 1,315 △36.1 781 24.0 16.13



(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 ： 有
（注）詳細は、添付資料P3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(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
四半期連結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
・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条件及び業績予想のご利用にあたっての注記事項等については、添付資
料P2「1.当四半期決算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 ： 有
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） 27年3月期2Q 51,755,478 株 26年3月期 51,755,478 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 3,347,069 株 26年3月期 3,341,302 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 48,411,307 株 26年3月期2Q 48,467,543 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費関連で消費増税駆け込み需要の反動などの影響から

生産面を中心に弱めの動きが見受けられたものの、経済全体に与える影響は限定的なものに止まり、先行きは緩や

かな回復基調に向かうとの見方が大勢を占めております。

鉄鋼二次製品業界におきましては、電力通信関連の需要が減少したものの、太陽光発電関連及び建築関連等の受

注が堅調に推移しました。

このような状況の中、販売面におきましては、販売数量の増加及び品種構成の改善等に加え、子会社１社を連結

範囲に含めたことなどにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は13,606百万円（前年同期比5.8％増）となりま

した。

利益面におきましては、副原材料価格の上昇に加え、エネルギーコストの増加、子会社の減産による固定費負担

の増加等の影響により、営業利益は193百万円（前年同期比58.9%減）、経常利益は446百万円（前年同期比49.7％

減）、四半期純利益は288百万円（前年同期比49.6%減）と大幅な減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は64,390百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,748百万円の増加となり

ました。流動資産は28,815百万円となり、前連結会計年度末に比べ486百万円の増加となりました。これは主に棚卸

資産の増加によるものです。固定資産は35,575百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,261百万円の増加となりま

した。これは主に有形固定資産の増加によるものです。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は20,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ473百万円の増加となり

ました。流動負債は10,790百万円となり、前連結会計年度末に比べ687百万円の減少となりました。これは主に短期

借入金の減少によるものです。固定負債は9,303百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,161百万円の増加となり

ました。これは主に長期借入金の増加によるものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は44,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,274百万円の増加と

なりました。これは主に利益剰余金、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の増加によるものです。こ

の結果、自己資本比率は64.5％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

平成27年３月期の業績につきましては、平成26年11月７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。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

第１四半期連結会計期間より、非連結子会社でありました天津天冶日亜鋼業有限公司の重要性が増したため、連

結の範囲に含めておりますが、特定子会社には該当しません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。)

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について

従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ご

との金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が65百万円増加、退職給付に係る負債が223百

万円減少し、利益剰余金が231百万円増加しております。なお、これに伴う当第２四半期連結累計期間の損益への影

響は軽微であります。

日亜鋼業株式会社（5658）　平成27年3月期　第2四半期決算短信

-3-



３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,659,536 10,677,847

受取手形及び売掛金 9,626,991 8,777,916

電子記録債権 226,996 697,308

有価証券 301,402 100,785

製品 4,213,020 4,881,246

仕掛品 708,034 753,813

原材料及び貯蔵品 2,380,167 2,514,746

繰延税金資産 106,708 108,123

その他 111,504 308,358

貸倒引当金 △4,948 △4,607

流動資産合計 28,329,412 28,815,540

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,307,191 4,250,592

機械装置及び運搬具（純額） 1,922,607 2,657,442

土地 9,110,955 9,110,955

建設仮勘定 516,550 981,728

その他（純額） 97,995 103,816

有形固定資産合計 15,955,300 17,104,534

無形固定資産

ソフトウエア 163,553 135,079

ソフトウエア仮勘定 133,702 401,760

その他 5,637 5,426

無形固定資産合計 302,894 542,266

投資その他の資産

投資有価証券 16,335,681 16,052,427

長期貸付金 118,674 294,159

退職給付に係る資産 62,530 128,725

繰延税金資産 130,482 -

その他 1,437,210 1,482,715

貸倒引当金 △29,396 △29,463

投資その他の資産合計 18,055,182 17,928,565

固定資産合計 34,313,377 35,575,366

資産合計 62,642,790 64,390,907
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,748,203 3,850,558

電子記録債務 2,044,916 2,217,657

短期借入金 2,116,000 1,234,023

1年内返済予定の長期借入金 1,512,000 1,520,000

未払金 986,249 1,024,726

未払法人税等 415,386 261,497

賞与引当金 215,290 209,431

その他 440,700 473,090

流動負債合計 11,478,747 10,790,984

固定負債

長期借入金 5,038,000 6,368,000

繰延税金負債 1,148,006 1,296,054

役員退職慰労引当金 148,828 81,376

退職給付に係る負債 1,727,942 1,506,660

その他 79,782 51,610

固定負債合計 8,142,558 9,303,701

負債合計 19,621,306 20,094,686

純資産の部

株主資本

資本金 10,720,068 10,720,068

資本剰余金 10,888,051 10,888,051

利益剰余金 19,362,176 19,634,903

自己株式 △1,016,376 △1,018,162

株主資本合計 39,953,920 40,224,861

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 765,321 1,166,940

繰延ヘッジ損益 △10,053 -

為替換算調整勘定 81,631 251,388

退職給付に係る調整累計額 △94,045 △84,582

その他の包括利益累計額合計 742,854 1,333,746

少数株主持分 2,324,708 2,737,613

純資産合計 43,021,483 44,296,221

負債純資産合計 62,642,790 64,390,907
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

売上高 12,855,948 13,606,281

売上原価 10,668,124 11,632,471

売上総利益 2,187,823 1,973,810

販売費及び一般管理費 1,717,845 1,780,593

営業利益 469,978 193,217

営業外収益

受取利息 85,068 77,867

受取配当金 202,476 223,059

有価証券売却益 114,067 19,414

受取賃貸料 17,300 16,625

雑収入 34,735 74,140

営業外収益合計 453,648 411,108

営業外費用

支払利息 32,601 45,456

持分法による投資損失 - 91,257

雑支出 2,147 20,649

営業外費用合計 34,748 157,363

経常利益 888,878 446,961

特別利益

投資有価証券評価益 - 3,605

投資有価証券売却益 11,027 -

固定資産売却益 70 4,196

特別利益合計 11,097 7,801

特別損失

投資有価証券評価損 1,254 556

固定資産除売却損 5,458 9,712

解体撤去費用 9,067 39,429

特別損失合計 15,781 49,697

税金等調整前四半期純利益 884,195 405,065

法人税等 259,566 222,061

少数株主損益調整前四半期純利益 624,628 183,003

少数株主利益又は少数株主損失（△） 52,153 △105,781

四半期純利益 572,475 288,785
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 624,628 183,003

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 562,737 409,434

繰延ヘッジ損益 - 18,278

為替換算調整勘定 - △63,048

退職給付に係る調整額 - 12,276

持分法適用会社に対する持分相当額 - 16,484

その他の包括利益合計 562,737 393,425

四半期包括利益 1,187,365 576,429

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,130,497 694,249

少数株主に係る四半期包括利益 56,867 △117,820
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 884,195 405,065

減価償却費 538,698 549,696

貸倒引当金の増減額（△は減少） △576 △274

賞与引当金の増減額（△は減少） △721 △5,859

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,542 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 19,611

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,561 △67,452

受取利息及び受取配当金 △287,544 △300,926

支払利息 32,601 45,456

持分法による投資損益（△は益） - 91,257

有価証券売却損益（△は益） △114,067 △19,414

投資有価証券売却損益（△は益） △11,027 -

投資有価証券評価損益（△は益） 1,254 △3,048

固定資産除売却損益（△は益） 5,388 5,515

売上債権の増減額（△は増加） 860,835 694,935

たな卸資産の増減額（△は増加） △830,748 △650,954

仕入債務の増減額（△は減少） △368,402 △118,468

未払消費税等の増減額（△は減少） △96,841 25,045

その他 △27,585 △132,141

小計 587,438 538,043

利息及び配当金の受取額 288,826 300,550

利息の支払額 △32,797 △45,650

法人税等の支払額 △158,079 △375,982

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,388 416,962

日亜鋼業株式会社（5658）　平成27年3月期　第2四半期決算短信

-8-



(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,500,000 △4,500,000

定期預金の払戻による収入 3,502,700 3,500,000

有価証券の売却による収入 403,708 201,500

投資有価証券の取得による支出 △884,233 △1,683

投資有価証券の売却による収入 577,308 390,940

有形固定資産の取得による支出 △334,867 △844,762

有形固定資産の売却による収入 73 4,531

無形固定資産の取得による支出 △25,628 △148,886

貸付けによる支出 △3,000 △164,240

貸付金の回収による収入 32,733 6,602

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,206 △1,555,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 △1,123,274

長期借入れによる収入 400,000 2,100,000

長期借入金の返済による支出 △789,000 △762,000

自己株式の取得による支出 △76,995 △1,785

自己株式の処分による収入 292 -

リース債務の返済による支出 △1,358 △904

配当金の支払額 △146,056 △145,527

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,117 66,507

現金及び現金同等物に係る換算差額 - 2,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 341,065 △1,070,211

現金及び現金同等物の期首残高 5,799,914 7,159,536

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

51,982 88,522

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,192,961 6,177,847
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（４）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）

該当事項はありません。

（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。
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