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1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6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 ％

31年3月期第1四半期 36,966 23.0 1,153 93.7 1,493 87.6 1,196 131.7

30年3月期第1四半期 30,056 27.8 595 47.0 795 23.7 516 28.8

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　1,243百万円 （204.1％） 30年3月期第1四半期　　409百万円 （―％）

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

31年3月期第1四半期 81.78 ―

30年3月期第1四半期 35.30 ―

(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 ％

31年3月期第1四半期 179,180 89,251 49.5

30年3月期 175,725 88,974 50.3

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 88,633百万円 30年3月期 88,364百万円

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

30年3月期 ― 15.00 ― 65.00 80.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 30.00 ― 40.00 70.00

（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。

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 74,000 25.2 2,200 105.2 2,600 95.8 2,100 59.9 143.54

通期 150,000 15.6 4,500 154.8 5,000 132.8 4,000 △19.0 273.40

（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、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」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） 31年3月期1Q 17,145,211 株 30年3月期 17,145,211 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 2,514,732 株 30年3月期 2,514,473 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 14,630,660 株 30年3月期1Q 14,631,943 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、雇用環境が着実に改善するとともに、個人消費にも持ち直しの動きが

拡がり、企業活動も総じて堅調に推移するなど、緩やかな回復基調が継続しております。

普通鋼電炉業界におきましては、東京オリンピック・パラリンピック関連需要が本格化してきたことに加え、老朽

化した社会資本への対応や自然災害対策の需要などもあり、国内の建設需要は概ね堅調に推移しております。一方、

中国の景気回復を背景に、主原料である鉄スクラップ価格に加え、エネルギー価格、副原料、電極・耐火物などの諸

資材が高騰しており、コスト面において厳しい状況が続きました。

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市場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、鋼材の販売単価が上昇したことにより、当第１四半期連結累計期間における売上高は、前年同四半期比

69億９百万円増収の369億66百万円となりました。また、鉄スクラップ価格が上昇したものの、販売数量の増加に加

え、コスト削減努力の継続により、営業利益は前年同四半期比５億58百万円増益の11億53百万円、経常利益は前年同

四半期比６億97百万円増益の14億93百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比６

億80百万円増益の11億96百万円となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第１四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（21億93百万円）等により、前期末（1,757億

25百万円）から34億55百万円増加し、1,791億80百万円となりました。

負債につきましては、短期借入金の増加（29億50百万円）等により前期末（867億50百万円）から31億79百万円増加

し、899億29百万円となりました。

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（11億96百万円）や配当金の支払（９億50百万

円）等により前期末（889億74百万円）から２億76百万円増加し、892億51百万円となりました。

その結果、自己資本比率は前期末の50.3％から49.5％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

連結業績予想につきましては、前回予想（平成30年４月26日発表）から修正しております。また、当該業績修正

に伴い、配当予想につきましても前回予想（平成30年４月26日発表）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「業績予想の修正に関するお知らせ」及び「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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,012 2,922

受取手形及び売掛金 49,698 51,892

たな卸資産 23,795 25,182

その他 486 517

流動資産合計 76,994 80,514

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,866 10,706

機械装置及び運搬具（純額） 14,685 14,667

土地 50,243 50,247

その他（純額） 636 894

有形固定資産合計 76,432 76,514

無形固定資産 608 594

投資その他の資産

投資有価証券 17,634 17,704

その他 4,122 3,918

貸倒引当金 △65 △65

投資その他の資産合計 21,690 21,557

固定資産合計 98,730 98,666

資産合計 175,725 179,180

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 26,848 26,514

短期借入金 25,207 28,157

未払法人税等 373 173

賞与引当金 1,215 655

環境対策引当金 83 83

その他 6,370 7,275

流動負債合計 60,097 62,861

固定負債

長期借入金 14,535 14,936

役員退職慰労引当金 112 99

環境対策引当金 270 249

退職給付に係る負債 4,353 4,399

その他 7,380 7,382

固定負債合計 26,652 27,068

負債合計 86,750 89,929

決算短信（宝印刷） 2018年08月03日 09時12分 3ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



合同製鐵株式会社(5410) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

― 4 ―

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６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 39,146 39,391

自己株式 △4,709 △4,710

株主資本合計 82,338 82,583

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,617 1,629

繰延ヘッジ損益 △2 0

土地再評価差額金 4,507 4,507

退職給付に係る調整累計額 △95 △86

その他の包括利益累計額合計 6,025 6,049

非支配株主持分 610 617

純資産合計 88,974 89,251

負債純資産合計 175,725 179,180
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 30,056 36,966

売上原価 26,703 32,761

売上総利益 3,352 4,205

販売費及び一般管理費 2,756 3,051

営業利益 595 1,153

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 171 183

受取賃貸料 75 179

持分法による投資利益 19 74

その他 16 17

営業外収益合計 284 455

営業外費用

支払利息 57 54

固定資産賃貸費用 11 39

その他 14 22

営業外費用合計 83 116

経常利益 795 1,493

特別利益

投資有価証券売却益 － 5

特別利益合計 － 5

特別損失

固定資産除却損 63 27

設備休止関連損失 33 －

特別損失合計 97 27

税金等調整前四半期純利益 698 1,471

法人税等 168 252

四半期純利益 529 1,219

非支配株主に帰属する四半期純利益 13 22

親会社株主に帰属する四半期純利益 516 1,196

決算短信（宝印刷） 2018年08月03日 09時12分 5ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



合同製鐵株式会社(5410) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

― 6 ―

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 529 1,219

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △146 11

繰延ヘッジ損益 0 4

退職給付に係る調整額 24 9

その他の包括利益合計 △120 24

四半期包括利益 409 1,243

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 396 1,220

非支配株主に係る四半期包括利益 12 23
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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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。
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３．その他

（１）生産実績（単独・連結）

品目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 増減

粗鋼 （単独） 305 千t 338 千t +33 千t

（連結） 435 千t 465 千t +30 千t

鋼材 （単独） 264 千t 280 千t +16 千t

（連結） 363 千t 370 千t +7 千t

（２）販売実績（単独）

品目 項目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 増減

数量 261 千t 281 千t +20 千t

鋼材 (単価) ( 63.4 千円 ) ( 73.8 千円 ) ( +10.4 千円 )

金額 16,545 百万円 20,726 百万円 +4,181 百万円

その他 金額 1,641 百万円 2,540 百万円 +899 百万円

合計 金額 18,186 百万円 23,267 百万円 +5,080 百万円

(内、輸出) ( 1,496 百万円 ) ( 2,168 百万円 ) ( +672 百万円 )

(参考：連結)

品目 項目 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 増減

鋼材 数量 364 千t 389 千t +25 千t
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