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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 10-12 月期におきましては、原料炭価格の急騰に続いて、鉄鉱石価格も上昇に転じたため、コストプッシュ要因 
から海外市場で鋼材価格の値上がりが顕著となり、国内鋼材市場でも先高観が強まって荷動きが好転しました。一方、
高炉原料の高騰を受けて、当社の主原料である鉄スクラップ価格も上昇速度を速めました。 

そのような状況のなか、当社におきましては、予想との比較で、原料鉄スクラップ単価の値上がりが製品出荷単価の
上昇を上回ったものの、生産数量の増加によるコストダウンと出荷数量の増加による増益額が寄与して、第 3 四半期累
計期間の業績は想定を上回る進捗となりました。 
 
（２）財政状態に関する定性的情報 

当第 3 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 3,222 百万円増加し、143,387 
百万円となっております。負債合計は主として 1 年内返済予定の長期借入金を返済したこと等により、前事業年度比で
4,825 百万円減少し、37,095 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 8,048 百万円増加し、106,291 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、東京オリンピック・パラリンピックに向けた工事の本格化が見込まれることから、国
内鋼材市況は堅調に推移する、と期待されますが、鉄鋼原料に限らず、原油を含む資源価格が軒並み値上がりに転じて
おり、主原料価格のみならず、電力料金や諸資材価格の上昇によるコストアップも懸念されます。 

そのような情勢のもと、当社といたしましては、引き続き需要に見合った生産を徹底することで、製品販売価格の着
実な値戻しをはかるとともに、全社を挙げて使用原単位のさらなる低減に取り組む等のコストダウンを一層推し進める
ことにより、収益の確保に努めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京製鐵株式会社（5423）　平成29年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

2



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３四半期会計期間 
(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 8,756 10,222 

受取手形及び売掛金 11,036 10,065 

電子記録債権 1,258 1,016 

有価証券 40,000 40,000 

商品及び製品 7,286 9,403 

原材料及び貯蔵品 5,742 6,488 

繰延税金資産 289 78 

その他 145 251 

貸倒引当金 △12 △11 

流動資産合計 74,502 77,515 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 7,299 6,928 

機械及び装置（純額） 13,956 12,435 

土地 31,465 31,465 

建設仮勘定 1,868 3,046 

その他（純額） 3,915 3,711 

有形固定資産合計 58,505 57,586 

無形固定資産 210 180 

投資その他の資産    

繰延税金資産 1,168 966 

その他 5,776 7,138 

投資その他の資産合計 6,945 8,104 

固定資産合計 65,661 65,872 

資産合計 140,164 143,387 
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    （単位：百万円） 

  前事業年度 
(平成28年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成28年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 11,587 15,817 

電子記録債務 942 1,146 

1年内返済予定の長期借入金 9,000 － 

未払金 1,249 1,283 

未払費用 7,849 8,699 

未払法人税等 736 95 

未払消費税等 924 247 

賞与引当金 612 193 

その他 699 1,112 

流動負債合計 33,602 28,595 

固定負債    

退職給付引当金 4,939 5,250 

その他 3,379 3,249 

固定負債合計 8,318 8,499 

負債合計 41,921 37,095 

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 52,754 

自己株式 △9,961 △9,961 

株主資本合計 95,429 102,531 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 2,813 3,759 

評価・換算差額等合計 2,813 3,759 

純資産合計 98,243 106,291 

負債純資産合計 140,164 143,387 
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

    （単位：百万円） 

 
 前第３四半期累計期間 
(平成27年４月１日から 

 平成27年12月31日まで) 

 当第３四半期累計期間 
(平成28年４月１日から 
 平成28年12月31日まで) 

売上高 104,971 88,785 

売上原価 79,756 68,871 

売上総利益 25,214 19,913 

販売費及び一般管理費 11,413 11,492 

営業利益 13,800 8,421 

営業外収益    

受取利息 29 7 

受取配当金 222 213 

為替差益 54 170 

受取賃貸料 134 157 

その他 206 89 

営業外収益合計 647 638 

営業外費用    

支払利息 43 28 

売上割引 187 117 

その他 84 71 

営業外費用合計 316 217 

経常利益 14,132 8,841 

特別利益 - - 

特別損失    

固定資産除却損 435 476 

特別損失合計 435 476 

税引前四半期純利益 13,697 8,365 

法人税、住民税及び事業税 618 △31 

法人税等調整額 △1 △1 

法人税等合計 616 △33 

四半期純利益 13,080 8,398 
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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３四半期累計期間 

平成27年４月１日から 

平成27年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年12月31日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 1,711 1,668 

鋼 材 1,597 1,567 

 

（比較販売高） 

期別 
 
 
 
 

 
品種 

前第３四半期累計期間 

平成27年４月１日から 

平成27年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年12月31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 1,587  64.4 102,205 1,546 56.5  87,384 

(うち輸出) (123)  (53.0)  (6,520) (176)  (45.0)  (7,934) 

その他 56  49.3 2,765 38 36.8   1,400 

(うち輸出) (31)  (53.7)  (1,687) (－)  (－)  (－) 

合計 1,643  63.9   

 

104,971 

 

1,584 56.0   

 

88,785 

 

(うち輸出) （154)  (53.1)  (8,208) （176)  (45.0)  (7,934) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第３四半期累計期間 

平成27年４月１日から 

平成27年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年12月31日まで 

減 価 償 却 費 28 億円 29 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
27 億円 25 億円 
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