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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9月30日） 

 ※平成27年10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株 
   当たり四半期純利益を算定しております。 

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 2,507,562 △9.8 98,380 △27.4 129,848 △26.4 120,117 7.0
27年3月期第2四半期 2,778,474 3.9 135,525 △2.7 176,321 1.5 112,247 △2.9

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 △46,679百万円 （―％） 27年3月期第2四半期 194,908百万円 （50.4％）

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

28年3月期第2四半期 131.23 ―
27年3月期第2四半期 123.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 6,758,200 3,159,814 43.2
27年3月期 7,157,929 3,547,059 41.6
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 2,920,829百万円 27年3月期 2,978,696百万円

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10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施しております。平成28年３月期第２四半期末の配当は、株式併合前の株式数
   に応じて支払われるため、配当金額につきましては、株式併合前の金額を記載しております。 
 
   平成28年３月期の期末配当につきましては、平成28年３月期第３四半期決算発表時に、年度見通しの当期利益を踏まえて判断し、公表する予定で 
   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

27年3月期 ― 2.00 ― 3.50 5.50
28年3月期 ― 3.00
28年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 
 詳細につきましては、４ページ「１．当第２四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
 
 ※平成27年10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施したため、当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株
   当たり当期純利益を算定しております。 

売上高 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,000,000 △10.9 250,000 △44.7 180,000 △16.0 196.00



(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、５ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 

（注）詳細は、５ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※平成27年10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、
  期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来予測情報の適切な利用に関する説明） 
 本資料に記載されている将来に関する記述には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
 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。 
 
（株式併合後の業績予想について） 
 当社は、平成27年６月24日開催の第91回定時株主総会において、株式併合について可決を受け、平成27年10月１日を効力発生日として、10株を１株と
する株式併合を実施しております。これに伴い、当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。 

※ 注記事項

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） 28年3月期2Q 950,321,402 株 27年3月期 950,321,402 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 27,687,347 株 27年3月期 37,460,026 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 915,329,152 株 27年3月期2Q 912,459,767 株
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１．当第２四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２四半期の世界経済及び日本経済） 

世界経済については、米国は引き続き堅調を維持し、欧州は景気の緩やかな回復が続いており、全体と

しては緩やかな成長が続きましたが、中国経済の減速感が強まり、アセアン諸国の景気回復も鈍化してお

り、先行き不透明感が増しています。 

日本経済については、個人消費は総じて底堅かったものの、経済の回復基調は緩慢なものに留まりまし

た。 

 

（当第２四半期のセグメント別の業績概況） 

こうしたなか、当社グループは、各セグメントにおいて、各社がそれぞれの事業環境変化に対応しなが

ら、収益改善に努めてまいりました。各セグメント別の業績の概況は以下のとおりです。 

               （単位：億円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 第２四半期：４月１日～９月 30日の６ケ月累計 

 

＜製鉄＞ 

国内鉄鋼市場は、建築分野における住宅向けに持ち直しの動きが見られましたが、自動車分野等の在庫

調整の遅れにより、弱含みで推移しました。 

海外鉄鋼市場については、中国の減速傾向が鮮明になり、その影響を受けてアセアン諸国の回復が遅れ

ました。加えて、原油市況の低迷によりエネルギー分野の活動が急速に減少しました。国際市況について

は、主原料価格の低下に加え、中国鉄鋼メーカーの供給圧力が依然強く、夏場以降、大幅な下落となりま

した。製鉄セグメントとして、売上高は２兆 2,025億円、経常利益は 1,107億円となりました。 

当社は、昨年９月に発生した名古屋製鐵所コークス火災事故について、再発防止対策を完了し、事故発

生以降休止しておりました同製鐵所の関連設備の操業を本年 10 月 19 日から順次再開致しました。当社は、

昨年の停電事故を含めた一連の事故を真摯に反省し、全社をあげて、安全・安定操業に取り組んでまいり

ます。 

 

 

 売上高 経常利益 

 当第２四半期 前第２四半期 当第２四半期 前第２四半期 

製鉄 22,025 24,662 1,107 1,591 

エンジニアリング 1,402 1,553 21 48 

化学 1,013 1,122 31 43 

新素材         178 182 16 11 

システムソリューション           1,062 948 101 72 

合計 25,681 28,469 1,278 1,768 

調整額 △606 △684 20 △5 

四半期連結損益計算書計上額 25,075 27,784 1,298 1,763 
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 ＜エンジニアリング＞ 

新日鉄住金エンジニアリング㈱におきましては、ここ数年で新たに設立した東南アジアをはじめとする

海外拠点の本格稼働等、海外戦略への積極的な取組みと、既存事業の競争力強化に努めてまいりました。

しかしながら、原油市況低迷の影響や海外顧客の投資意欲減退等、厳しい事業環境が続いております。エ

ンジニアリングセグメントとして、売上高は 1,402億円、経常利益は 21億円となりました。 

  

 ＜化学＞ 

新日鉄住金化学㈱におきましては、スマートフォン等の電子デバイス向けの旺盛な需要により、回路基

板材料・ディスプレイ材料など機能材料の販売が拡大するとともに、化学品事業では汎用樹脂原料である

スチレンモノマーの需要が堅調に推移するなど、安定的に収益を確保しました。一方で、黒鉛電極用ニー

ドルコークスやエポキシ樹脂については、厳しい事業環境が継続しました。化学セグメントとして、売上

高は 1,013億円、経常利益は 31億円となりました。 

 

 ＜新素材＞ 

新日鉄住金マテリアルズ㈱におきましては、電子材料部材分野では、表面処理銅ワイヤの販売が引き続

き好調でした。炭素繊維分野では、トンネルや橋梁等の補修・補強材の需要が堅調なことに加え、高弾

性・高熱伝導性を強みとするピッチ系炭素繊維の需要も増加しました。また、環境・エネルギー分野では、

新興国向けメタル担体の需要が堅調に推移しました。新素材セグメントとして、売上高は 178億円、経常

利益は 16億円となりました。 

 

 ＜システムソリューション＞ 

新日鉄住金ソリューションズ㈱におきましては、幅広い業種の顧客に対し、システムの企画、構築、運

用・保守を一貫して提供するとともに、顧客の事業環境変化に対応した先進的なソリューション・サービ

スを展開しております。当期は、クラウド型インフラサービス「absonne（アブソンヌ）」の北九州拠点

を立ち上げ、東西２拠点体制を整備致しました。システムソリューションセグメントとして、売上高は

1,062億円、経常利益は 101億円となりました。 

   

（当第２四半期の売上・損益） 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は２兆 5,075億円、営業利益は 983億円、経常利益は

1,298 億円となりました。また、関係会社株式売却益や受取和解金等が特別損益に計上されたことにより、

親会社株主に帰属する四半期純利益は 1,201億円となりました。  
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（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

（連結業績予想） 

世界経済については、米国は引き続き堅調を維持し、欧州は緩やかな景気回復が見込まれるものの、中

国やアセアン諸国等が先行き不透明な状況になっております。 

日本経済については、堅調な個人消費や設備投資の持ち直しにより、緩やかに回復に向かっていくと見

込まれます。 

平成 27年度下期については、国内鉄鋼市場は、公共投資や自動車生産の増加により、生産・出荷の回

復が見込まれるものの、海外鉄鋼市場においては、中国鉄鋼メーカーによる過剰生産と輸出拡大、それに

伴う海外市況の悪化と各国の通商法措置の影響が懸念されるなど、足下の極めて厳しい状況が継続するこ

とが想定されます。 

平成 27年度通期については、海外鉄鋼市場における上記の極めて厳しい状況に加え、エネルギー向け

鋼材需要の低迷影響も大きく、当社としては、最大限の経営努力を継続するものの、連結経常利益は前回

公表の 3,700億円から 1,200億円減益の 2,500億円となる見通しです。 

 

(利益配分に関する基本方針及び当第２四半期末の剰余金配当) 

当社は、業績に応じた利益の配分を基本として、企業価値向上に向けた投資等に必要な資金所要、先行

きの業績見通し、連結及び単独の財務体質等を勘案しつつ、第２四半期末及び期末の剰余金の配当を実施

する方針と致しております。「業績に応じた利益の配分」の指標としては、連結配当性向年間 20～30％を

目安と致します。なお、第２四半期末の剰余金の配当は、中間期業績及び年度業績見通しを踏まえて判断

することとしております。 

当第２四半期末の剰余金の配当につきましては、上記方針に従い、第１四半期決算発表時（平成 27年

７月 29日）に公表致しましたとおり、１株につき３円（注）とさせていただくことと致しました（連結

配当性向 22.9％）。 

なお、期末の配当方針につきましては、第３四半期決算発表時に、年度見通しの当期利益を踏まえて判

断し、公表する予定です。 

 

（注）平成 27年 10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施しておりますが、当第２四半期末の剰

余金の配当は、株式併合前の株式数に応じて支払われます。 
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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 

該当事項はありません。 

 

（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２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整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） 

１）「企業結合に関する会計基準」等の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21号 平成 25年９月 13日。以下「企業結合会計

基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日。

以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成

25年９月 13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支

配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するととも

に、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１

四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原

価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法

に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への

表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連

結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58－２項（４）、連結会計基準第 44－

５項（４）及び事業分離等会計基準第 57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従って、第１四半期

連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微です。 

 

２）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 18号 

平成 27年３月 26日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

 

　　　　　　　　　　新日鐵住金㈱（5401） 
平成28年３月期　第２四半期決算短信

5



３．四半期連結財務諸表

（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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 113,822 144,769

受取手形及び売掛金 615,429 548,265

たな卸資産 1,254,203 1,194,796

その他 351,378 299,210

貸倒引当金 △1,019 △664

流動資産合計 2,333,813 2,186,378

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 714,150 684,631

機械装置及び運搬具（純額） 1,056,333 1,055,558

その他（純額） 827,388 855,992

有形固定資産合計 2,597,872 2,596,182

無形固定資産 98,862 94,269

投資その他の資産

投資有価証券 768,744 629,424

関係会社株式 1,079,523 1,040,310

退職給付に係る資産 123,764 63,201

その他 159,202 151,483

貸倒引当金 △3,854 △3,049

投資その他の資産合計 2,127,380 1,881,370

固定資産合計 4,824,115 4,571,822

資産合計 7,157,929 6,758,200

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 674,634 598,469

短期借入金 363,654 392,926

コマーシャル・ペーパー - 6,900

1年内償還予定の社債 40,000 50,000

未払法人税等 31,003 21,623

引当金 1,670 1,650

その他 578,833 521,980

流動負債合計 1,689,797 1,593,549

固定負債

社債 385,676 355,680

長期借入金 1,169,840 1,359,362

引当金 4,968 4,489

退職給付に係る負債 161,332 128,798

その他 199,254 156,505

固定負債合計 1,921,073 2,004,836

負債合計 3,610,870 3,598,386
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 419,524 419,524

資本剰余金 371,471 383,330

利益剰余金 1,752,210 1,840,336

自己株式 △61,508 △46,158

株主資本合計 2,481,698 2,597,033

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 279,641 187,593

繰延ヘッジ損益 371 △7,223

土地再評価差額金 2,885 2,874

為替換算調整勘定 134,732 88,082

退職給付に係る調整累計額 79,366 52,468

その他の包括利益累計額合計 496,997 323,795

非支配株主持分 568,362 238,985

純資産合計 3,547,059 3,159,814

負債純資産合計 7,157,929 6,758,200

決算短信 （宝印刷）  2015年10月20日 16時29分 2ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

　　　　　　　　　　新日鐵住金㈱（5401） 
平成28年３月期　第２四半期決算短信

7



（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】

(単位：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 2,778,474 2,507,562

売上原価 2,408,920 2,177,202

売上総利益 369,554 330,360

販売費及び一般管理費 234,028 231,979

営業利益 135,525 98,380

営業外収益

受取利息 2,453 2,935

受取配当金 9,320 8,824

持分法による投資利益 39,402 28,697

その他 29,407 26,011

営業外収益合計 80,585 66,469

営業外費用

支払利息 10,483 9,789

その他 29,306 25,212

営業外費用合計 39,789 35,002

経常利益 176,321 129,848

特別利益

投資有価証券売却益 5,273 -

関係会社株式売却益 - 33,461

受取和解金 - 30,000

特別利益合計 5,273 63,461

特別損失

設備休止関連損失 10,193 15,870

特別損失合計 10,193 15,870

税金等調整前四半期純利益 171,400 177,438

法人税等 51,372 51,260

四半期純利益 120,028 126,178

非支配株主に帰属する四半期純利益 7,780 6,061

親会社株主に帰属する四半期純利益 112,247 120,117
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【四半期連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 120,028 126,178

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 54,373 △90,007

繰延ヘッジ損益 5,735 △7,483

土地再評価差額金 - △11

為替換算調整勘定 △51 △27,868

退職給付に係る調整額 11,565 △27,178

持分法適用会社に対する持分相当額 3,258 △20,308

その他の包括利益合計 74,880 △172,858

四半期包括利益 194,908 △46,679

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 188,609 △53,085

非支配株主に係る四半期包括利益 6,298 6,405
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（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） 

該当事項なし。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項なし。 

 

（セグメント情報） 

[報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報] 

前第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日～平成26年９月30日） 

           （単位：百万円） 

 報告セグメント 

合計 調整額 

 
 

四半期連結損益 
計算書計上額 
 

 製鉄 
エンジニ 
アリング 

化学 新素材 
システム 
ソリュー 

ション 

売上高 2,466,234 155,328 112,230 18,270 94,892 2,846,956 △68,481 2,778,474 

セグメント利益 
（経常利益） 

159,173 4,870 4,378 1,177 7,259 176,859 △537 176,321 

 

 

当第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日～平成27年９月30日） 

           （単位：百万円） 

 報告セグメント 

合計 調整額 

 
 
四半期連結損益 

計算書計上額 
 

 製鉄 
エンジニ 
アリング 

化学 新素材 

システム 

ソリュー 
ション 

売上高 2,202,567 140,214 101,338 17,811 106,253 2,568,185 △60,623 2,507,562 

セグメント利益 

（経常利益） 
110,741 2,179 3,170 1,622 10,117 127,832 2,015 129,848 

 

（減価償却費情報） 

第２四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、以下の

とおりである。 

           （単位：百万円） 

 前第２四半期連結累計期間  当第２四半期連結累計期間  

 （自 平成26年４月１日  （自 平成27年４月１日  

 至 平成26年９月30日）  至 平成27年９月30日）  

減価償却費 154,576  151,927  
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（重要な後発事象） 

株式の併合等について 

   当社は、平成 27年４月 28日開催の取締役会において、単元株式数の変更（1,000株から 100株に変更）に

係る定款中一部変更について決議するとともに、同年６月 24日開催の定時株主総会において、株式の併合に

関する議案（10株を１株に併合し、発行可能株式総数を 200億株から 20億株に変更）を付議し、可決された。

この定款中一部変更及び株式の併合は、平成 27年 10月１日をもって効力が発生した。 
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