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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９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
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 ％

29年３月期第２四半期 213,010 △8.9 9,643 △10.4 9,023 △21.1 5,363 163.2

28年３月期第２四半期 233,832 △2.1 10,757 24.2 11,431 18.2 2,037 △50.5
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 3,263百万円( －％) 28年３月期第２四半期 △3,005百万円( －％)
　

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

29年３月期第２四半期 12.69 －

28年３月期第２四半期 4.70 －
　

　

（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 ％

29年３月期第２四半期 523,304 266,991 44.3

28年３月期 535,675 268,345 43.5
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 231,600百万円 28年３月期 232,832百万円
　

　　

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

28年３月期 － 5.00 － 2.50 7.50

29年３月期 － 4.00

29年３月期(予想) － 4.00 8.00

(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 435,000 △5.6 21,000 △14.0 21,000 △16.4 13,500 100.1 31.93
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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)
　　

（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 ： 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
　　

（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) 29年３月期２Ｑ 434,487,693株 28年３月期 434,487,693株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 17,481,498株 28年３月期 7,473,866株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 422,814,958株 28年３月期２Ｑ 433,675,505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、この四半期決算短信の開示
時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。

※ 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などの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的である
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。なお、上
記業績予想に関する事項は【添付資料】Ｐ.３「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３) 連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご参照ください。
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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、雇用・所得環境の改善の継続を背景に個人消費が持ち直しつ

つあるものの、企業の設備投資は円高の進展や新興国経済の減速による企業収益の悪化を受けて回復ペースが鈍化

するなど一部に弱さも見られ、全体としては横ばいの状況が続きました。海外経済は、米国は企業の設備投資に弱

い動きがみられるものの、雇用拡大を背景に個人消費は堅調に推移しました。欧州は６月の英国国民投票でのＥＵ

離脱選択の影響が懸念されたものの、大きな変調は見られず緩やかな回復が継続しました。中国は政府による景気

対策の効果が見られるものの成長鈍化傾向が継続しました。

　このような経済環境の中、特殊鋼の主要需要先である自動車産業に関しましては、北米・中国での販売好調を受

け底堅く推移しました。他方、原油価格の低迷から石油掘削関連需要等は低迷しました。当社の主要原材料である

鉄スクラップおよびニッケル価格は、中国経済減速等を背景に下落したため、当社の販売価格も前年同期比で低下

しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比208億22百万円減収の2,130億10百万円となりまし

た。経常利益につきましては、前年同期比24億８百万円減益の90億23百万円となりました。また、親会社株主に帰

属する四半期純利益は前年同期比33億26百万円増益の53億63百万円となりました。

　

セグメントの業績は、以下のとおりであります。

　

①特殊鋼鋼材

構造用鋼は、主要需要先である自動車の北米・中国販売が好調に推移したこと等から、数量が前年同期比で増加

しました。工具鋼は、中国経済減速に伴う海外需要の減少等で数量が前年同期比で減少しました。主要原材料であ

る鉄スクラップ価格は、昨年夏場以降、中国が安価な鉄鋼中間製品を周辺アジア諸国に輸出していることを背景に、

前年同期比で低下しました。これに伴い、販売価格は前年同期比で低下しました。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間の特殊鋼鋼材の売上高は原材料価格の下落に伴う販売価格の低下によ

り前年同期比9.1％減少の780億81百万円、営業利益は数量増が寄与し前年同期比５億23百万円増益の26億６百万円

となりました。

　

②機能材料・磁性材料

ステンレス製品は、パソコン販売低迷によるＨＤＤ需要減少がありましたが、自動車、半導体向けが堅調で、数

量は前年同期比で微減にとどまりました。また、原材料であるニッケル価格の下落に伴い、販売価格は低下しまし

た。高合金製品はリードフレーム用素材の在庫調整が終了したこと等から、前年同期比で数量が増加しました。磁

石製品は、ＥＰＳ（電動パワーステアリング）向けを中心に数量が増加しました。粉末製品は海外自動車向けの需

要が回復し、数量が増加しました。チタン製品は、医療向けが堅調に推移し、売上高は前年同期並みとなりました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の機能材料・磁性材料の売上高は原材料価格の下落に伴う販売価格の

低下により前年同期比11.9％減少の711億22百万円、営業利益は数量増、内容構成良化等が寄与し前年同期比12億24

百万円増益の74億95百万円となりました。

　

③自動車部品・産業機械部品

自由鍛造品は、原油価格低迷を背景に掘削・石油プラント関連の需要が減少していることから、売上高は前年同

期比で減少しました。型鍛造品は、鉄スクラップ価格等の下落に伴う販売単価の低下等により売上高は前年同期比

で減少しました。エンジンバルブ部品は、北米自動車販売が好調を維持し、売上高は前年同期比で横ばいとなりま

した。精密鋳造品は、ターボ関連製品の需要拡大基調が継続し、数量は前年同期比で増加しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の自動車部品・産業機械部品の売上高は、前年同期比5.5％減少の466

億71百万円、営業損益は前年同期比23億65百万円減益の16億10百万円の損失となりました。
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④エンジニアリング

一部製品の海外向け売上が好調であったものの、全体としては売上案件が若干減少し、当第２四半期連結累計期

間の売上高は前年同期比13.1％減少の114億50百万円、営業利益は前年同期比６億92百万円減益の３億30百万円とな

りました。

　

⑤流通・サービス

大同特殊鋼（上海）有限公司を新たに連結したこと等から、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比

23.2％増加の56億84百万円となりました。営業利益は前年同期比１億90百万円増益の８億17百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当社グループの当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ123億71百万円減少し5,233億４百万円と

なりました。総資産の主な減少の内訳と要因は次のとおりです。

・「受取手形及び売掛金」の減少69億72百万円…主として売上の減少による減少。

・「たな卸資産」の減少42億54百万円…主として生産量の減少に伴う減少。

　また、当社グループの当第２四半期連結会計期間末の非支配株主持分を含めた純資産額は、自己株式の取得等に

より前期末に比べ13億54百万円減少し2,669億91百万円となりました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は44.3％となり、前期末と比べ0.8ポイント上昇しており

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の世界経済は、米国をはじめ先進国は雇用環境の堅調さから底堅く推移すると見られているものの、英国の

ＥＵ離脱問題などから先行きの不確実性が高まっています。特殊鋼の需要につきましては、主要需要先である自動

車産業が堅調に成長していくことが期待されているものの、原油価格の低迷を背景とした石油掘削関連等の需要が

低迷しており、今後の動きを注視する必要があります。当社グループに影響を与えうるリスク要因としては、為替

変動に伴う需要の減少リスク、資源価格・原材料価格の変動リスク、地政学的リスクなどがあると認識しておりま

す。

　このような経営環境の中、当社グループは、市場の変化・お客様の動向を常に注視し、その変化に即応してまい

ります。また、中期経営計画で目標とした海外売上高の拡大に向けての施策を着実に実施し、お客様との共創、成

長領域への注力、ＱＣＤ（品質、コスト、納期対応力）競争力の強化を進めてまいります。

　当期の連結業績につきましては、当第２四半期累計期間の業績および最新の受注動向、原燃料市況等を反映させ、

前回（平成28年４月28日）公表した業績予想を修正しております。
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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

該当事項はありません。

（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)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 34,887 31,391

受取手形及び売掛金 93,689 86,716

電子記録債権 5,110 6,132

たな卸資産 95,131 90,876

その他 9,788 9,552

貸倒引当金 △139 △188

流動資産合計 238,467 224,480

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 63,638 67,209

機械装置及び運搬具（純額） 75,634 79,076

その他（純額） 49,505 44,600

有形固定資産合計 188,778 190,885

無形固定資産

のれん 62 36

その他 2,520 2,405

無形固定資産合計 2,583 2,441

投資その他の資産

投資有価証券 71,407 71,342

退職給付に係る資産 26,239 26,304

その他 8,320 7,966

貸倒引当金 △120 △117

投資その他の資産合計 105,846 105,496

固定資産合計 297,208 298,823

資産合計 535,675 523,304
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 59,254 40,493

電子記録債務 8,898 23,342

短期借入金 32,836 35,158

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 2,752 2,717

賞与引当金 6,699 6,782

環境対策引当金 1 1,753

その他の引当金 583 389

その他 22,460 19,137

流動負債合計 143,486 139,775

固定負債

社債 10,000 10,000

長期借入金 81,849 76,619

環境対策引当金 5,720 3,202

その他の引当金 909 738

退職給付に係る負債 8,998 9,192

その他 16,364 16,785

固定負債合計 123,843 116,538

負債合計 267,329 256,313

純資産の部

株主資本

資本金 37,172 37,172

資本剰余金 28,722 28,826

利益剰余金 155,250 160,136

自己株式 △3,560 △7,551

株主資本合計 217,585 218,584

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,826 12,834

繰延ヘッジ損益 0 △0

土地再評価差額金 1,820 1,820

為替換算調整勘定 2,044 △230

退職給付に係る調整累計額 △2,443 △1,407

その他の包括利益累計額合計 15,247 13,016

非支配株主持分 35,513 35,390

純資産合計 268,345 266,991

負債純資産合計 535,675 523,304
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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：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 233,832 213,010

売上原価 197,833 177,399

売上総利益 35,998 35,610

販売費及び一般管理費 25,241 25,966

営業利益 10,757 9,643

営業外収益

受取利息 77 80

受取配当金 1,147 854

持分法による投資利益 330 302

為替差益 82 －

その他 1,126 837

営業外収益合計 2,764 2,074

営業外費用

支払利息 683 512

為替差損 － 907

環境対策引当金繰入額 632 641

固定資産除却損 342 235

その他 431 397

営業外費用合計 2,089 2,694

経常利益 11,431 9,023

特別利益

固定資産売却益 － 213

投資有価証券売却益 1,224 18

特別利益合計 1,224 231

特別損失

投資有価証券評価損 567 63

ソフトウエア開発中止に伴う損失 5,579 －

特別損失合計 6,147 63

税金等調整前四半期純利益 6,509 9,192

法人税、住民税及び事業税 3,284 3,218

法人税等調整額 △445 △108

法人税等合計 2,839 3,109

四半期純利益 3,669 6,082

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,632 718

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,037 5,363
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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：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 3,669 6,082

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,684 △1,024

繰延ヘッジ損益 △9 △0

為替換算調整勘定 △379 △2,829

退職給付に係る調整額 △581 1,073

持分法適用会社に対する持分相当額 △20 △38

その他の包括利益合計 △6,675 △2,818

四半期包括利益 △3,005 3,263

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,431 2,994

非支配株主に係る四半期包括利益 1,425 269
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 6,509 9,192

減価償却費 11,039 11,087

ソフトウエア開発中止に伴う損失 5,579 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 46

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 101

環境対策引当金の増減額（△は減少） 293 △764

その他の引当金の増減額（△は減少） △378 △367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 207 317

受取利息及び受取配当金 △1,224 △934

支払利息 683 512

為替差損益（△は益） △61 561

持分法による投資損益（△は益） △330 △302

投資有価証券売却損益（△は益） △1,224 △18

投資有価証券評価損益（△は益） 567 63

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △223

有形固定資産除却損 346 218

売上債権の増減額（△は増加） 4,366 5,505

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,789 3,193

仕入債務の増減額（△は減少） △8,666 △4,118

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △1,180 1,365

その他 △1,421 △4,856

小計 18,896 20,580

利息及び配当金の受取額 1,375 1,120

利息の支払額 △678 △510

法人税等の支払額 △4,386 △3,292

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,206 17,897

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 △234 △70

定期預金の払戻による収入 248 458

有形固定資産の取得による支出 △10,424 △13,170

有形固定資産の売却による収入 61 229

投資有価証券の取得による支出 △1,848 △279

投資有価証券の売却による収入 1,773 82

貸付けによる支出 △184 △147

貸付金の回収による収入 188 378

その他 △832 △356

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,254 △12,873

決算短信（宝印刷） 2016年10月27日 10時58分 11ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



大同特殊鋼株式会社(5471) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 10 ―

(単位：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

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） △1,012 2,262

長期借入れによる収入 3,600 3,500

長期借入金の返済による支出 △2,331 △7,546

自己株式の取得による支出 △7 △3,991

子会社の自己株式の取得による支出 △55 △21

配当金の支払額 △1,519 △1,068

非支配株主への配当金の支払額 △259 △388

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△562 －

その他 △151 △218

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,298 △7,473

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63 △937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,590 △3,387

現金及び現金同等物の期首残高 31,776 33,773

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 789 404

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △388

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,156 30,402
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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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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）

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

（単位：百万円）

特殊鋼鋼材
機能材料・
磁性材料

自動車部品
・産業機械

部品

エンジニア
リング

流通・
サービス

合計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

売上高

外部顧客への
売上高

85,931 80,703 49,403 13,180 4,613 233,832 － 233,832

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

42,821 8,966 16,714 1,462 4,906 74,870 △74,870 －

計 128,752 89,669 66,118 14,642 9,519 308,703 △74,870 233,832

セグメント利益 2,082 6,271 754 1,023 627 10,759 △2 10,757

(注)１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

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

（単位：百万円）

特殊鋼鋼材
機能材料・
磁性材料

自動車部品
・産業機械

部品

エンジニア
リング

流通・
サービス

合計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

売上高

外部顧客への
売上高

78,081 71,122 46,671 11,450 5,684 213,010 － 213,010

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

30,737 7,299 10,460 773 5,782 55,054 △55,054 －

計 108,819 78,421 57,131 12,224 11,467 268,064 △55,054 213,010

セグメント利益
又は損失（△）

2,606 7,495 △1,610 330 817 9,639 3 9,643

(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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４．補足説明資料

（1）当第２四半期のセグメント別売上高 （2）要約連結損益計算書(四半期累計期間)

（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）

28年9月 （前年同期差） 28年9月 （前年同期差）

第２四半期 増減額 増減率 第２四半期 増減額 増減率

特 殊 鋼 鋼 材 78,081 -7,850 -9.1
売 上 高 213,010 -20,822 -8.9

営 業 利 益 9,643 -1,113 -10.4

機能材料・磁性材料 71,122 -9,580 -11.9
営 業 外 収 益 2,074 -689 －

営 業 外 費 用 2,694 604 －

自動車・産業機械部品 46,671 -2,732 -5.5
経 常 利 益 9,023 -2,408 -21.1

エ ン ジ ニ ア リ ン グ 11,450 -1,730 -13.1
特 別 利 益 231 -992 －

特 別 損 失 63 -6,083 －

流 通 ・ サ ー ビ ス 5,684 1,071 23.2
税 引 前 純 利 益 9,192 2,682 －

法 人 税 等 3,109 270 －

計 213,010 -20,822 -8.9

非支配株主に帰属する

当 期 純 利 益
718 -913 －

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
5,363 3,326 163.2

（3）当第２四半期の経常利益増減要因（前年同期対比）

　 （単位：億円） （参考：原料市況）

増益要因 金額 減益要因 金額 27年9月 28年9月

１．原燃料等市況 138 １．販売価格下落 112 第２四半期 第２四半期

２．変動費改善 7 ２．内容構成差他 24 Ｈ２建値
19.0 15.7

３．固定費の増加 18 （千円／ｔ）

４．営業外損益 12 ニッケル(LME)
5.3 4.3

５．販売数量減少 3 （＄／ｌｂ）

計（ａ） 145 計（ｂ） 169 モリブデン(MD)
6.7 7.0

差引（ａ）－（ｂ） -24 （＄／ｌｂ）

（4）要約連結貸借対照表

（単位：百万円）

科目
前期 当第２四半期

増減 科目
前期 当第２四半期

増減
28年3月末 28年9月末 28年3月末 28年9月末

流動資産 238,467 224,480 -13,986 負債 267,329 256,313 -11,016

現 預 金 34,887 31,391 -3,496 営 業 債 務 68,152 63,836 -4,316

営 業 債 権 98,800 92,848 -5,951 有 利 子 負 債 136,114 133,172 -2,941

た な 卸 資 産 95,131 90,876 -4,254 そ の 他 63,062 59,304 -3,757

そ の 他 9,648 9,364 -284

固定資産 297,208 298,823 1,615 純資産 268,345 266,991 -1,354

有 形 固 定 資 産 188,778 190,885 2,107 株 主 資 本 217,585 218,584 999

無 形 固 定 資 産 2,583 2,441 -141
その他の包括利益
累 計 額

15,247 13,016 -2,230

投資その他の資産 105,846 105,496 -350 非支配株主持分 35,513 35,390 -122

資産合計 535,675 523,304 -12,371 負債純資産合計 535,675 523,304 -12,371
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（5）予想セグメント別売上高 （6）業績予想

（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）

予想 （前期差） 予想 （前期差）

29年3月期 増減額 増減率 29年3月期 増減額 増減率

特 殊 鋼 鋼 材 158,000 -12,513 -7.3 売 上 高 435,000 -25,577 -5.6

機能材料・磁性材料 143,000 -12,250 -7.9 営 業 利 益 21,000 -3,432 -14.0

自動車・産業機械部品 97,000 -2,679 -2.7 経 常 利 益 21,000 -4,108 -16.4

エ ン ジ ニ ア リ ン グ 25,500 -604 -2.3
親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
13,500 6,753 100.1

流 通 ・ サ ー ビ ス 11,500 2,470 27.4

計 435,000 -25,577 -5.6

　

（7）予想経常利益増減要因（前期対比）

　 （単位：億円） （参考：原料市況）

増益要因 金額 減益要因 金額 前期 予想

１．原燃料等市況 196 １．販売価格下落 165 28年3月期 29年3月期

２．販売数量増加 18 ２．固定費の増加 58 Ｈ２建値
15.5 15.9

３．変動費改善 12 ３．内容構成差他 37 （千円／ｔ）

　 ４．営業外損益 7 ニッケル(LME)
4.7 4.9

（＄／ｌｂ）

計（ａ） 226 計（ｂ） 267 モリブデン(MD)
5.9 7.3

差引（ａ）－（ｂ） -41 （＄／ｌｂ）

　

（8）設備投資額（工事ベース）および減価償却費

　 （単位：百万円）

前期(28年3月期) 当期(29年3月期) 増減額

上半期 通期 上半期 通期予想 上半期 通期

設 備 投 資 額 9,241 23,205 15,791 33,200 6,549 9,994

減 価 償 却 費 11,039 22,454 11,087 23,200 48 745

　

（参考）業績の推移

（単位：百万円）

実績 予想

25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期

売 上 高 440,428 457,731 483,633 460,577 435,000

営 業 利 益 15,425 18,977 20,408 24,432 21,000

経 常 利 益 16,475 20,287 21,729 25,108 21,000

親会社株主に帰属
する当期純利益

10,983 12,616 10,886 6,746 13,500
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