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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 59,085 25.3 1,072 △18.3 1,327 △17.2 1,313 9.8

29年3月期第2四半期 47,138 △12.2 1,312 △16.1 1,603 △21.3 1,196 △38.3

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　1,442百万円 （△27.2％） 29年3月期第2四半期　　1,981百万円 （54.8％）

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

30年3月期第2四半期 89.76 ―

29年3月期第2四半期 78.51 ―

※平成28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

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第2四半期 171,202 86,310 50.1

29年3月期 159,450 85,173 53.0

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 85,718百万円 29年3月期 84,582百万円

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

29年3月期 ― 2.00 ― 20.00 ―

30年3月期 ― 15.00

30年3月期（予想） ― 65.00 80.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日開示しております「配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」をご覧ください。

※平成28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、平成29年３月期の年間配当金の合計は「－」として記載しております（当該
株式併合を踏まえて換算した場合、平成29年３月期の年間配当金の合計は１株につき40円）。

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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 125,000 25.7 2,500 7.0 3,000 8.6 5,800 192.9 396.41

（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、２ページ「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」をご覧ください。



※ 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（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 ： 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 ： 無

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） 30年3月期2Q 17,145,211 株 29年3月期 17,145,211 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 2,513,803 株 29年3月期 2,513,213 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 14,631,772 株 29年3月期2Q 15,237,359 株

※平成28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、期中
平均株式数を算定しております。

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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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

当上半期におけるわが国経済は、雇用環境の改善や個人消費の持ち直しの動きが拡がり、また、企業活動におい

ても総じて持ち直しの動きを維持するなど、緩やかな回復基調が継続しております。また、海外経済においても、

米国の保護主義的な各種政策の実施による景況への影響が懸念されるものの、雇用情勢の安定を背景に概ね堅調に

推移しております。

普通鋼電炉業界におきましては、主要な需要産業の建築分野は、住宅着工戸数が減少しているものの、倉庫関連

を中心に非住宅着工床面積が大幅に増加するなど、国内の建設需要は概ね堅調に推移しております。

こうしたなか、当社グループにおきましては、全国に５つの製造拠点をもつ事業所体制の下、グループの製造・

販売・購買が一体となって販売、購買環境や生産条件などの変化を迅速に捉えながら、需要見合いの生産に徹する

ことで再生産可能な販売価格の実現に努めてまいりました。

その結果、当上半期の連結業績につきましては、国内の建設需要の緩やかな回復もあり、当社の鋼材販売数量は

５１万６千トンと前年同四半期比４万５千トン増加し、鋼材販売価格も前年同四半期比トン当たり６千７百円上昇

したことなどにより、連結売上高は、590億85百万円と前年同四半期比119億46百万円の増収となりました。また、

主原料の鉄スクラップ価格が大幅に上昇するなか、販売価格の値上げを実施しましたが、出荷価格への反映の遅れ

もあり、営業利益は前年同四半期比２億40百万円減益の10億72百万円、経常利益は前年同四半期比２億75百万円減

益の13億27百万円となりました。

また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、固定資産の売却に伴う特別利益の計上などで前年同四半期比１億

17百万円増益の13億13百万円となりました。

（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、受取手形及び売掛金の増加（105億55百万円）等により、前期末

（1,594億50百万円）から117億51百万円増加し、1,712億２百万円となりました。

負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加（60億20百万円）や短期借入金の増加（68億35百万円）等によ

り前期末（742億76百万円）から106億15百万円増加し、848億92百万円となりました。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上（13億13百万円）や配当金の支払（２億92百

万円）等により前期末（851億73百万円）から11億36百万円増加し、863億10百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前期末の53.0％から50.1％になりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

（連結業績予想）

連結業績予想につきましては、前回公表（平成29年４月28日）から修正しております。平成29年度通期につきま

しては、親会社株主に帰属する当期純利益が投資有価証券売却益の計上が見込まれること等により、前回公表から

８億円増益の58億円となる見通しとなりました。

（利益配分に関する基本方針及び剰余金の配当）

当社は業績に応じた利益配分を基本として、中間及び期末の剰余金の配当を実施する方針といたしております。

当面の間は、財務体質の改善、必要な再投資資金の確保等を勘案しつつ、業績連動利益配分の指標として、連結配

当性向年間20～30％を目安といたします。

中間配当につきましては、上記方針に従い、前回公表（平成29年４月28日）のとおり１株につき15円とさせてい

ただくことといたしました。

なお、期末配当につきましては、上記業績予想を踏まえ、前回公表から修正しております。詳細につきましては、

本日開示しております「配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,023 4,491

受取手形及び売掛金 32,670 43,226

たな卸資産 20,431 21,968

その他 1,441 1,047

流動資産合計 58,567 70,734

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,084 10,751

機械装置及び運搬具（純額） 15,115 15,168

土地 50,737 50,334

その他（純額） 859 876

有形固定資産合計 77,797 77,130

無形固定資産 478 585

投資その他の資産

投資有価証券 19,377 19,576

その他 3,300 3,245

貸倒引当金 △70 △69

投資その他の資産合計 22,607 22,752

固定資産合計 100,882 100,468

資産合計 159,450 171,202

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,207 22,228

短期借入金 18,574 25,410

未払法人税等 347 246

賞与引当金 1,240 1,313

環境対策引当金 83 83

その他 5,732 6,433

流動負債合計 42,185 55,715

固定負債

長期借入金 17,539 14,593

役員退職慰労引当金 123 105

環境対策引当金 353 312

退職給付に係る負債 4,307 4,361

その他 9,766 9,803

固定負債合計 32,090 29,176

負債合計 74,276 84,892
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 34,896 34,896

資本剰余金 13,005 13,005

利益剰余金 35,409 35,743

自己株式 △4,707 △4,708

株主資本合計 78,604 78,937

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,473 2,566

繰延ヘッジ損益 △0 △26

土地再評価差額金 3,820 4,507

退職給付に係る調整累計額 △314 △265

その他の包括利益累計額合計 5,978 6,781

非支配株主持分 591 591

純資産合計 85,173 86,310

負債純資産合計 159,450 171,202
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 47,138 59,085

売上原価 40,572 52,334

売上総利益 6,566 6,750

販売費及び一般管理費 5,253 5,678

営業利益 1,312 1,072

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 201 173

受取賃貸料 156 148

持分法による投資利益 101 70

その他 39 30

営業外収益合計 500 423

営業外費用

支払利息 125 115

その他 83 52

営業外費用合計 209 167

経常利益 1,603 1,327

特別利益

固定資産売却益 － 259

特別利益合計 － 259

特別損失

固定資産除却損 73 142

設備休止関連損失 － 61

従業員弔慰金 90 －

その他 － 11

特別損失合計 163 215

税金等調整前四半期純利益 1,440 1,371

法人税等 225 46

四半期純利益 1,215 1,325

非支配株主に帰属する四半期純利益 19 11

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,196 1,313

決算短信（宝印刷） 2017年10月27日 09時23分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



合同製鐵株式会社(5410) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 6 ―

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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 1,215 1,325

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 724 93

繰延ヘッジ損益 △2 △26

退職給付に係る調整額 44 49

その他の包括利益合計 765 116

四半期包括利益 1,981 1,442

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,963 1,429

非支配株主に係る四半期包括利益 17 12
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 1,440 1,371

減価償却費 1,710 1,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

受取利息及び受取配当金 △202 △173

支払利息 125 115

持分法による投資損益（△は益） △101 △70

固定資産売却損益（△は益） △4 △259

固定資産除却損 73 142

売上債権の増減額（△は増加） △2,395 △10,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △173 △1,536

仕入債務の増減額（△は減少） 797 5,933

その他 △1,601 1,431

小計 △331 △1,748

利息及び配当金の受取額 303 196

利息の支払額 △126 △114

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 110 30

営業活動によるキャッシュ・フロー △42 △1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △4 △3

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,747 △2,272

有形及び無形固定資産の売却による収入 4 870

その他 △17 △62

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,764 △1,467

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） 520 4,100

長期借入れによる収入 1,650 1,650

長期借入金の返済による支出 △1,700 △1,859

自己株式の取得による支出 △1,365 △1

自己株式の処分による収入 18 －

配当金の支払額 △781 △292

非支配株主への配当金の支払額 △6 △11

その他 △11 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,676 3,572

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,484 467

現金及び現金同等物の期首残高 9,571 4,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,087 4,491
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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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３．その他

（１）生産実績(単独・連結)

品目 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 増減

粗鋼 （単独） 470 千t 599 千t +129 千t

（連結） 713 千t 856 千t +143 千t

鋼材 （単独） 454 千t 511 千t +57 千t

（連結） 659 千t 702 千t +43 千t

（２）販売実績(単独)

品目 項目 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 増減

数量 471 千t 516 千t +45 千t

鋼材 (単価) ( 57.2 千円 ) ( 63.9 千円 ) ( +6.7 千円 )

金額 26,970 百万円 32,952 百万円 +5,982 百万円

その他 金額 748 百万円 2,990 百万円 +2,241 百万円

合計 金額 27,718 百万円 35,942 百万円 +8,224 百万円

(内、輸出) ( 670 百万円 ) ( 2,770 百万円 ) ( +2,099 百万円 )

(参考：連結)

品目 項目 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 増減

鋼材 数量 677 千t 713 千t +36 千t

決算短信（宝印刷） 2017年10月27日 09時23分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）


