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１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）経営成績に関する定性的情報 

当 4-6 月期において、海外鋼材市場は、中国の景気対策を含む諸政策への思惑から、大暴騰のあと急落す
るなど極めて不安定となり、その影響から国内鋼材市況並びに国内外の原料価格も激しく変動しました。 

そのような状況の下、当社におきましては、当初期待した製品価格の値戻しが進まず、製品出荷価格は期
初の予想を下回りましたが、一方、主原料である鉄スクラップ購入価格も想定より値下がりし、また、全社
を挙げて一層のコスト削減に取り組むなかで、電力料金並びに天然ガス等の諸資材の価格が一段と下落した
ため、第 1 四半期の期間利益は、期初計画を上回るペースで推移することができました。 
 

（２）財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期の資産合計は、主として現金及び預金の増加等により、前事業年度比で 4,492 百万円増加 

し、144,657 百万円となっております。負債合計は、主として支払手形及び買掛金の増加等により、前事業 
年度比で 2,945 百万円増加し、44,866 百万円となっております。 
純資産合計は、利益剰余金が増加した結果、前事業年度比で 1,547 百万円増加し、99,790 百万円となって 

おります。 
 
（３）業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、海外では、中国の過剰生産設備の解消には時間を要するものの、昨年の反省 
から各国の鉄鋼メーカーで採算重視の意識が強く、海外鋼材市況は底堅く推移できると期待されます。  
そのようななか、国内の鋼材市況は、都市再開発案件や東京オリンピック・パラリンピック向け需要の本格 

化等の底堅い需要に支えられ、堅調を維持できると思われます。 
そのような状況の下、当社の 7-9 月期については、4-6 月期と比較し、夏季定修により修繕費が増加するも 
のの、主原料である鉄スクラップ購入単価の値下がりにより、同程度の四半期利益を確保できると期待でき
ます。 
以上の次第から、上半期並びに通期の予想につき、売上高・利益ともに、期初の想定を見直しいたします。 
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２．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：百万円） 

  前事業年度 
（平成28年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（平成28年６月30日） 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 8,756 11,610 

受取手形及び売掛金 11,036 10,456 

電子記録債権 1,258 578 

有価証券 40,000 40,000 

商品及び製品 7,286 9,868 

原材料及び貯蔵品 5,742 6,529 

繰延税金資産 289 356 

その他 145 182 

貸倒引当金 △12 △11 

流動資産合計 74,502 79,572 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 7,299 7,162 

機械及び装置（純額） 13,956 13,365 

土地 31,465 31,465 

建設仮勘定 1,868 2,470 

その他（純額） 3,915 3,868 

有形固定資産合計 58,505 58,331 

無形固定資産 210 199 

投資その他の資産    

繰延税金資産 1,168 1,244 

その他 5,776 5,309 

投資その他の資産合計 6,945 6,553 

固定資産合計 65,661 65,084 

資産合計 140,164 144,657 
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    （単位：百万円） 

  前事業年度 
（平成28年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（平成28年６月30日） 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 11,587 14,448 

電子記録債務 942 932 

1年内返済予定の長期借入金 9,000 9,000 

未払金 1,249 1,071 

未払費用 7,849 9,034 

未払法人税等 736 95 

未払消費税等 924 129 

賞与引当金 612 195 

その他 699 1,593 

流動負債合計 33,602 36,501 

固定負債    

退職給付引当金 4,939 5,025 

その他 3,379 3,339 

固定負債合計 8,318 8,364 

負債合計 41,921 44,866 

純資産の部    

株主資本    

資本金 30,894 30,894 

資本剰余金 28,844 28,844 

利益剰余金 45,651 47,522 

自己株式 △9,961 △9,961 

株主資本合計 95,429 97,299 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 2,813 2,490 

評価・換算差額等合計 2,813 2,490 

純資産合計 98,243 99,790 

負債純資産合計 140,164 144,657 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

    （単位：百万円） 

 
 前第１四半期累計期間 
(平成27年４月１日から 

 平成27年６月30日まで) 

 当第１四半期累計期間 
(平成28年４月１日から 
 平成28年６月30日まで) 

売上高 37,418 28,776 

売上原価 29,380 22,434 

売上総利益 8,037 6,342 

販売費及び一般管理費 3,851 3,756 

営業利益 4,185 2,586 

営業外収益    

受取利息 10 3 

受取配当金 113 110 

為替差益 10 － 

業務受託料 61 － 

受取賃貸料 44 52 

その他 56 22 

営業外収益合計 298 189 

営業外費用    

支払利息 16 11 

売上割引 65 42 

為替差損 － 90 

その他 8 13 

営業外費用合計 90 157 

経常利益 4,394 2,617 

特別利益 － － 

特別損失    

固定資産除却損 120 187 

特別損失合計 120 187 

税引前四半期純利益 4,273 2,430 

法人税、住民税及び事業税 211 △15 

法人税等調整額 △0 △0 

法人税等合計 210 △15 

四半期純利益 4,062 2,446 
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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。 

 

３．補足情報 

（比較生産高） 

 
期別

品目 
 

前第１四半期累計期間 

平成27年４月１日から 

平成27年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年６月30日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 592 590 

鋼 材 538 535 

 

（比較販売高） 

期別 
 
 
 
 

 
品種 

前第１四半期累計期間 

平成27年４月１日から 

平成27年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年６月30日まで 

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 

 千トン 千円 百万円 千トン 千円 百万円

鋼材 538  66.5 35,788 502 56.2  28,230 

(うち輸出) (39)  (57.1)  (2,268) (46)  (40.8)  (1,878) 

その他 31  51.2 1,629 12 44.6  545 

(うち輸出) (20)  (53.7)  (1,125) (－)  (－)  (－) 

合計 570  65.6   

 

37,418 

 

514 55.9   

 

28,776 

 

(うち輸出) （60)  (55.9)  (3,394) （46)  (40.8)  (1,878) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第１四半期累計期間 

平成27年４月１日から 

平成27年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年６月30日まで 

減 価 償 却 費 9 億円 10 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
5 億円 9 億円 
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