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1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第2四半期 87,040 18.2 3,021 54.5 3,659 57.4 3,046 63.1

2019年3月期第2四半期 73,649 24.6 1,955 82.4 2,325 75.1 1,867 42.2

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　2,959百万円 （21.0％） 2019年3月期第2四半期　　2,446百万円 （69.7％）

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

2020年3月期第2四半期 208.23 ―

2019年3月期第2四半期 127.65 ―

(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 ％

2020年3月期第2四半期 203,404 91,650 44.8

2019年3月期 215,170 90,937 41.6

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 91,185百万円 2019年3月期 89,522百万円

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

2019年3月期 ― 30.00 ― 40.00 70.00

2020年3月期 ― 55.00

2020年3月期（予想） ― 75.00 130.00

（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、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。

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 170,000 14.6 7,500 72.7 8,500 65.5 6,500 72.1 444.31

（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） 2020年3月期2Q 17,145,211 株 2019年3月期 17,145,211 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 2,515,828 株 2019年3月期 2,515,472 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 14,629,563 株 2019年3月期2Q 14,630,484 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

当上半期におけるわが国経済は、良好な雇用・所得環境の継続を背景に、個人消費は緩やかな回復が続くなか、企

業活動においても設備投資は総じて高水準を維持しております。一方、海外経済においては、米中の通商摩擦や中国

経済の減速等により弱含みの状態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落ち着いてきたものの、首都圏を

中心とした大規模都市開発や、自然災害への対策等により、国内の建設需要は底堅く推移しております。

こうしたなか、当社グループにおきましては、2019年３月に当社グループ入りした朝日工業㈱もあわせた複数事業

所体制の下、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、朝日工業㈱のグループ入りによる影響に加え、鋼材の販売価格が

上昇したこと等により、連結売上高は870億40百万円と前年同四半期比133億90百万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下落したことに加え、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10億65百

万円増益の30億21百万円、経常利益は前年同四半期比13億34百万円増益の36億59百万円となりました。

また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比11億78百万円増益の30億46百万円となりました。

（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減少（106億90百万円）等により、前期末（2,151

億70百万円）から117億65百万円減少し、2,034億４百万円となりました。

負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少（111億94百万円）等により前期末（1,242億33百万円）から124億

79百万円減少し、1,117億53百万円となりました。

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（30億46百万円）や配当金の支払（５億85百万

円）に加え、朝日工業㈱の完全子会社化に伴う非支配株主持分の減少（９億98百万円）等により前期末（909億37百万

円）から７億13百万円増加し、916億50百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前期末の41.6％から44.8％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、前回予想（2019年８月６日発表）から修正しております。詳細につきましては、

本日公表しております「業績予想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。

（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。

こうした考えの下、株主の皆様への利益還元につきましても、重要な経営課題の一つと位置付けて、業績に応じ

た利益配分を基本として、財務体質の改善、必要な再投資資金の確保などを勘案しつつ、業績連動利益配分の指標

を、これまでの連結配当性向「年間20～30％を目安」から、当期以降、株主の皆様への利益還元を強化するため、

「年間30％程度を目安」といたします。

中間配当につきましては、前回予想（2019年８月６日発表）のとおり１株につき55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、前回予想から修正しております。詳細につきましては、

本日公表しております「業績予想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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,221 9,717

受取手形及び売掛金 56,653 45,962

たな卸資産 33,726 32,393

その他 858 700

流動資産合計 100,459 88,774

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,897 13,692

機械装置及び運搬具（純額） 18,593 18,984

土地 53,276 53,276

その他（純額） 2,004 1,793

有形固定資産合計 87,772 87,746

無形固定資産

のれん 4,628 4,397

その他 784 727

無形固定資産合計 5,413 5,124

投資その他の資産

投資有価証券 16,406 16,589

その他 5,185 5,236

貸倒引当金 △66 △66

投資その他の資産合計 21,525 21,759

固定資産合計 114,711 114,630

資産合計 215,170 203,404

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 35,228 24,034

短期借入金 45,726 46,340

1年内償還予定の社債 90 120

未払法人税等 952 630

賞与引当金 1,750 1,856

環境対策引当金 83 83

その他 9,898 9,235

流動負債合計 93,728 82,301

固定負債

社債 570 510

長期借入金 15,840 15,407

役員退職慰労引当金 125 99

環境対策引当金 187 145

退職給付に係る負債 5,717 5,630

その他 8,062 7,659

固定負債合計 30,504 29,452

負債合計 124,233 111,753
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019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 13,009 12,366

利益剰余金 41,533 43,994

自己株式 △4,711 △4,712

株主資本合計 84,728 86,545

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 376 246

繰延ヘッジ損益 △0 △0

土地再評価差額金 4,507 4,507

為替換算調整勘定 △3 △23

退職給付に係る調整累計額 △85 △90

その他の包括利益累計額合計 4,794 4,640

非支配株主持分 1,414 465

純資産合計 90,937 91,650

負債純資産合計 215,170 203,404
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 73,649 87,040

売上原価 65,604 74,286

売上総利益 8,045 12,753

販売費及び一般管理費 6,089 9,731

営業利益 1,955 3,021

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 185 178

受取賃貸料 357 366

持分法による投資利益 3 352

その他 45 112

営業外収益合計 592 1,010

営業外費用

支払利息 109 182

固定資産賃貸費用 72 81

その他 41 108

営業外費用合計 223 372

経常利益 2,325 3,659

特別利益

投資有価証券売却益 7 2

特別利益合計 7 2

特別損失

固定資産売却損 17 －

固定資産除却損 85 237

環境対策費 － 61

災害による損失 104 153

特別損失合計 207 452

税金等調整前四半期純利益 2,124 3,209

法人税等 234 96

四半期純利益 1,890 3,113

非支配株主に帰属する四半期純利益 22 67

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,867 3,046
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 1,890 3,113

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 530 △129

繰延ヘッジ損益 8 △0

為替換算調整勘定 － △19

退職給付に係る調整額 18 △4

その他の包括利益合計 556 △153

四半期包括利益 2,446 2,959

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,422 2,891

非支配株主に係る四半期包括利益 24 68
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 2,124 3,209

減価償却費 1,874 2,669

のれん償却額 － 231

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 △186 △179

支払利息 109 182

持分法による投資損益（△は益） △3 △352

投資有価証券売却損益（△は益） △7 △2

固定資産除却損 85 237

売上債権の増減額（△は増加） △3,909 10,690

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,088 1,332

仕入債務の増減額（△は減少） △308 △11,409

その他 778 △1,498

小計 △530 5,112

利息及び配当金の受取額 190 206

利息の支払額 △115 △190

法人税等の支払額 △190 △845

保険金の受取額 － 137

営業活動によるキャッシュ・フロー △645 4,421

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 △3 △5

投資有価証券の売却による収入 130 3

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,790 △3,374

有形及び無形固定資産の売却による収入 71 151

その他 △51 △202

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,642 △3,427

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） 4,500 420

長期借入れによる収入 4,600 3,500

長期借入金の返済による支出 △4,763 △3,738

社債の償還による支出 － △30

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △950 △585

非支配株主への配当金の支払額 △15 △18

その他 △12 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,356 △496

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,069 495

現金及び現金同等物の期首残高 3,012 9,221

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,082 9,717
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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）

2019年７月23日に実施された朝日工業㈱の株式併合により生じた１株に満たない端数の株式の所有者から株式の

買い取りを行った結果、資本剰余金が６億43百万円減少しております。本株式併合により、同社は当社の完全子会

社となりました。
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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） 642 千t 558 千t △84 千t

（連結） 900 千t 947 千t +47 千t

鋼材 （単独） 545 千t 493 千t △52 千t

（連結） 741 千t 842 千t +101 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 540 千t 497 千t △43 千t

鋼材 (単価) ( 74.8 千円 ) ( 78.8 千円 ) ( +4.0 千円 )

金額 40,413 百万円 39,127 百万円 △1,285 百万円

その他 金額 5,517 百万円 2,336 百万円 △3,180 百万円

合計 金額 45,931 百万円 41,464 百万円 △4,466 百万円

(内、輸出) ( 4,848 百万円 ) ( 2,030 百万円 ) ( △2,818 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 743 千t 853 千t +110 千t
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