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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第２四半期 56,202 △18.0 2,954 3.8 2,514 12.4 1,415 △24.9

2020年３月期第２四半期 68,498 △4.0 2,845 △47.6 2,237 △53.4 1,885 △59.9
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 1,622百万円( △5.7％) 2020年３月期第２四半期 1,719百万円( △64.1％)
　

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

2021年３月期第２四半期 93.21 －

2020年３月期第２四半期 123.70 －

(注)当社は、2019年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。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て、「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 ％

2021年３月期第２四半期 151,873 52,321 34.4

2020年３月期 158,568 51,131 32.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 52,316百万円 2020年３月期 51,126百万円
　

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

2020年３月期 － 3.00 － 30.00 －

2021年３月期 － 15.00

2021年３月期(予想) － 15.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　　

当社は、2019年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したため、2020年
３月期の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額で記載し、年間配当金合計は
「―」と記載しております。

(参考）配当予想の修正については、本日（2020年10月30日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照下さい。

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 108,000 △20.8 4,900 △37.5 3,500 △44.8 2,100 △60.6 138.31
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

(参考）連結業績予想の修正については、本日（2020年10月30日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知
らせ」をご参照下さい。



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　　

（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) 2021年３月期２Ｑ 15,497,333株 2020年３月期 15,497,333株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 303,276株 2020年３月期 318,928株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 15,183,307株 2020年３月期２Ｑ 15,240,462株
　

(注)当社は、2019年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。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て、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中
平均株式数」を算定しております。

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意）
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。

（決算補足説明資料の入手方法について）
　当社は、2020年11月26日（木）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会の資料に
ついては、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感染症（以下、「感染症」とする）の拡大

により国内民間企業の設備投資や個人消費が大きく落ち込んだほか、欧米やインド等感染症拡大が著しかった地域に

おいて外出・入出国制限等経済活動が厳しく制約を受けたことから輸出の減少が続きました。

ステンレス特殊鋼業界におきましては、自動車関連等一部分野で需要回復の動きが見られたものの、民生用をはじ

め半導体関連等一部産業分野でも需要が引き続き低迷しました。また当社グループの戦略分野である高機能材につき

ましては、感染症拡大に伴う各国ロックダウンや販売ターゲットプロジェクト停滞の影響に、景気減速に伴う原油価

格回復足踏みの影響も相まって、排煙脱硫装置や船舶向けSOxスクラバー向け材料、石油・ガス関連材料等の環境・エ

ネルギー関連分野の需要に先送りや減少の動きが見られ、海外向けを中心に低調に推移いたしました。

当社グループではこれらの状況に対応し、原料価格に見合ったロールマージンの確保に引き続き注力したほか、需

要レベルに見合った生産水準とする一方、集中操業へのシフト及び徹底したコストダウンを実施した結果、当第２四

半期連結累計期間の販売数量につきましては前年同期比22.2%減（高機能材16.4%減、一般材23.4%減）となり、売上高

は56,202百万円（前年同期比12,296百万円減）となりました。また、利益面につきましては、営業利益2,954百万円

（前年同期比108百万円増）、経常利益2,514百万円（前年同期比277百万円増）、親会社株主に帰属する当期純利益

1,415百万円（前年同期比470百万円減）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

ステンレス特殊鋼業界につきましては、国内では５月25日の緊急事態宣言解除以降、極めて緩やかに生産・消費活

動の回復が見られるものの、依然感染症影響が大きいこと、また海外では中国で需要が回復しつつある一方、米国・

欧州を中心に感染症拡大の第３波が懸念される状況となっていることから、本格的な需要回復は2022年度以降と想定

しております。

当社グループとしましてはこれらの状況を踏まえて数値目標を改めて策定し本日公表致しました「中期経営計画

2020」に基づく諸施策について着実に実行し収益確保に努めてまいります。

※「中期経営計画2020」の詳細につきましては、本日公表の「中期経営計画目標数値に関するお知らせ」をご参照下

さい。

これらを踏まえた2021年３月期の業績予想は下記の通りであります。

2021年３月期 連結業績予想

（単位：百万円）

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

2021年３月期の連結業績予想 108,000 4,900 3,500 2,100

なお、本業績予想において、為替レートは106円／米ドルを前提としております。

また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の数値は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,491 16,594

受取手形及び売掛金 20,404 16,726

商品及び製品 9,887 8,341

仕掛品 18,298 14,657

原材料及び貯蔵品 7,557 9,383

その他 1,201 1,160

貸倒引当金 △252 △226

流動資産合計 74,587 66,634

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,061 11,162

機械装置及び運搬具（純額） 25,575 25,578

土地 38,670 38,747

その他（純額） 3,257 4,223

有形固定資産合計 78,563 79,710

無形固定資産 1,123 1,187

投資その他の資産

投資有価証券 3,481 3,544

その他 799 789

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 4,256 4,308

固定資産合計 83,942 85,205

繰延資産

社債発行費 39 34

繰延資産合計 39 34

資産合計 158,568 151,873
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,853 12,309

短期借入金 32,607 30,444

1年内償還予定の社債 154 154

1年内返済予定の長期借入金 6,037 5,656

賞与引当金 1,346 1,350

役員賞与引当金 3 －

事業整理損失引当金 27 27

その他 7,002 6,916

流動負債合計 64,029 56,856

固定負債

社債 5,077 5,000

長期借入金 20,000 18,943

退職給付に係る負債 10,316 10,397

環境対策引当金 267 239

金属鉱業等鉱害防止引当金 5 5

その他 7,744 8,112

固定負債合計 43,409 42,696

負債合計 107,437 99,552

純資産の部

株主資本

資本金 24,301 24,301

資本剰余金 9,542 9,542

利益剰余金 15,474 16,420

自己株式 △736 △698

株主資本合計 48,582 49,566

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 688 924

繰延ヘッジ損益 △1 △1

土地再評価差額金 1,720 1,720

為替換算調整勘定 137 108

その他の包括利益累計額合計 2,544 2,751

非支配株主持分 5 5

純資産合計 51,131 52,321

負債純資産合計 158,568 151,873
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 68,498 56,202

売上原価 59,899 47,902

売上総利益 8,599 8,300

販売費及び一般管理費 5,753 5,347

営業利益 2,845 2,954

営業外収益

受取配当金 73 53

固定資産賃貸料 44 45

その他 71 61

営業外収益合計 189 159

営業外費用

支払利息 302 265

為替差損 29 36

その他 466 298

営業外費用合計 797 599

経常利益 2,237 2,514

特別利益

固定資産売却益 5 5

特別利益合計 5 5

特別損失

減損損失 44 －

投資有価証券評価損 － 255

災害による損失 42 －

特別損失合計 87 255

税金等調整前四半期純利益 2,155 2,264

法人税等 270 848

四半期純利益 1,885 1,415

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,885 1,415
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 1,885 1,415

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △152 236

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 △13 △29

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 0

その他の包括利益合計 △166 207

四半期包括利益 1,719 1,622

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,719 1,622

非支配株主に係る四半期包括利益 0 △0
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 2,155 2,264

減価償却費 1,926 1,975

減損損失 44 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △69 81

受取利息及び受取配当金 △75 △54

支払利息 302 265

売上債権の増減額（△は増加） 450 3,678

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,374 3,362

仕入債務の増減額（△は減少） △2,967 △4,543

その他 △1,116 96

小計 2,024 7,124

利息及び配当金の受取額 75 54

利息の支払額 △330 △268

法人税等の支払額 △842 △475

営業活動によるキャッシュ・フロー 927 6,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,675 △2,661

その他 △4 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,679 △2,660

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） 5,091 △2,150

長期借入れによる収入 4,680 1,760

長期借入金の返済による支出 △2,312 △3,197

その他 △1,769 △1,071

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,690 △4,658

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,928 △898

現金及び現金同等物の期首残高 6,257 17,398

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,185 16,500
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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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。


