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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 71,837 △17.5 3,752 24.2 5,013 37.0 3,941 29.4

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

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　4,517百万円 （52.6％） 2020年3月期第2四半期　　2,959百万円 （21.0％）

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 269.44 ―

2020年3月期第2四半期 208.23 ―

(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 200,191 98,563 49.0

2020年3月期 202,334 95,373 46.9

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 98,066百万円 2020年3月期 94,888百万円

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 ― 55.00 ― 90.00 145.00

2021年3月期 ― 55.00

2021年3月期（予想） ― 25.00 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 ： 無

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 139,000 △17.3 4,500 △50.7 6,000 △43.0 4,000 △46.3 273.44

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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） 2021年3月期2Q 17,145,211 株 2020年3月期 17,145,211 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 2,516,798 株 2020年3月期 2,516,387 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 14,628,664 株 2020年3月期2Q 14,629,563 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、新型コロナウイルス感染症の拡大により、景気の減速感が強まるなか、足下では

段階的な経済活動の再開による持ち直しの動きもみられるものの、総じて厳しい状況が継続しております。

普通鋼電炉業界におきましても、国内需要は、老朽化した社会資本や度重なる自然災害への対応など、土木分野は

概ね堅調に推移してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による国内外での混乱が継続するなか、建築

分野は計画案件の延期・中止などから漸減傾向を余儀なくされる一方、世界的な鉄鋼需給バランスのタイト化に連動

し、鉄スクラップ価格が騰勢を強めるなど、マーケット環境は依然として先行き不透明な状況となっております。

こうしたなか、当社グループにおきましては、全国に複数の製造拠点をもつ事業所体制の下、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、当社の販売数量が減少したことと販売価格の下落により、連結売

上高は718億37百万円と前年同四半期比152億２百万円の減収となりました。また、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響で一旦下落傾向にありました主原料である鉄スクラップの価格は、足下では再び騰勢を強めておりますが、売上

原価への反映が在庫により一部下期に持ち越されたことと、変動費低減や固定費圧縮などのコスト改善に取り組んだ

こと等により、営業利益は前年同四半期比７億30百万円増益の37億52百万円、経常利益は前年同四半期比13億53百万

円増益の50億13百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比８億95百万円増益の39億41百万円とな

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（53億19百万円）等により、前期末（2,023億

34百万円）から21億43百万円減少し、2,001億91百万円となりました。

負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少（20億45百万円）等により前期末（1,069億61百万円）から53億34

百万円減少し、1,016億27百万円となりました。

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（39億41百万円）や配当金の支払（13億16百万

円）等により前期末（953億73百万円）から31億90百万円増加し、985億63百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前期末の46.9％から49.0％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（2020年７月28日発表）から修正しておりません。

（利益配分に関する基本方針及び剰余金の配当）

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと考えており、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まいります。

当面の間は、財務体質の改善、必要な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30％程度を目安といたします。

配当予想につきましては、前回予想（2020年７月28日発表）から修正しておりません。
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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 14,572 17,620

受取手形及び売掛金 42,582 37,262

たな卸資産 31,118 30,325

その他 795 1,093

流動資産合計 89,068 86,302

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,383 13,387

機械装置及び運搬具（純額） 18,493 18,647

土地 53,271 53,271

その他（純額） 1,723 2,022

有形固定資産合計 86,872 87,329

無形固定資産

のれん 4,165 3,934

その他 814 775

無形固定資産合計 4,979 4,709

投資その他の資産

投資有価証券 14,705 15,867

その他 6,774 6,049

貸倒引当金 △65 △65

投資その他の資産合計 21,414 21,850

固定資産合計 113,266 113,889

資産合計 202,334 200,191

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 21,318 19,273

短期借入金 35,474 36,046

1年内償還予定の社債 120 120

未払法人税等 1,122 471

賞与引当金 2,066 1,930

環境対策引当金 83 83

その他 8,252 8,180

流動負債合計 68,437 66,105

固定負債

社債 450 390

長期借入金 24,433 21,513

役員退職慰労引当金 120 102

環境対策引当金 104 62

退職給付に係る負債 5,772 5,805

その他 7,643 7,648

固定負債合計 38,524 35,521

負債合計 106,961 101,627
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 34,896 34,896

資本剰余金 12,366 12,366

利益剰余金 47,591 50,216

自己株式 △4,714 △4,714

株主資本合計 90,140 92,764

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 374 943

繰延ヘッジ損益 △0 △0

土地再評価差額金 4,503 4,503

為替換算調整勘定 △26 △48

退職給付に係る調整累計額 △102 △95

その他の包括利益累計額合計 4,747 5,301

非支配株主持分 484 497

純資産合計 95,373 98,563

負債純資産合計 202,334 200,191
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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 87,040 71,837

売上原価 74,286 58,716

売上総利益 12,753 13,121

販売費及び一般管理費 9,731 9,369

営業利益 3,021 3,752

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 178 256

受取賃貸料 366 351

持分法による投資利益 352 715

その他 112 280

営業外収益合計 1,010 1,604

営業外費用

支払利息 182 177

固定資産賃貸費用 81 79

その他 108 87

営業外費用合計 372 343

経常利益 3,659 5,013

特別利益

投資有価証券売却益 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失

固定資産除却損 237 156

環境対策費 61 －

災害による損失 153 －

特別損失合計 452 156

税金等調整前四半期純利益 3,209 4,857

法人税等 96 894

四半期純利益 3,113 3,962

非支配株主に帰属する四半期純利益 67 20

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,046 3,941
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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 3,113 3,962

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △129 570

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △19 △21

退職給付に係る調整額 △4 6

その他の包括利益合計 △153 554

四半期包括利益 2,959 4,517

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,891 4,495

非支配株主に係る四半期包括利益 68 21
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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 3,209 4,857

減価償却費 2,669 2,639

のれん償却額 231 231

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 △179 △256

支払利息 182 177

受取保険金 － △5

持分法による投資損益（△は益） △352 △715

投資有価証券売却損益（△は益） △2 －

固定資産除却損 237 156

売上債権の増減額（△は増加） 10,690 5,319

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,332 792

仕入債務の増減額（△は減少） △11,409 △2,382

その他 △1,498 △917

小計 5,112 9,896

利息及び配当金の受取額 206 585

利息の支払額 △190 △174

法人税等の支払額 △845 △1,186

保険金の受取額 137 57

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,421 9,179

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 △5 △3

投資有価証券の売却による収入 3 0

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,374 △2,232

有形及び無形固定資産の売却による収入 151 14

その他 △202 △128

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,427 △2,350

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） 420 706

長期借入れによる収入 3,500 1,040

長期借入金の返済による支出 △3,738 △4,095

社債の償還による支出 △30 △60

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △585 △1,316

非支配株主への配当金の支払額 △18 △9

その他 △43 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー △496 △3,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 495 3,048

現金及び現金同等物の期首残高 9,221 14,572

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,717 17,620
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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。
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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） 558 千t 464 千t △94 千t

（連結） 947 千t 828 千t △119 千t

鋼材 （単独） 493 千t 431 千t △62 千t

（連結） 842 千t 750 千t △92 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 497 千t 443 千t △54 千t

鋼材 (単価) ( 78.8 千円 ) ( 69.7 千円 ) ( △9.1 千円 )

金額 39,127 百万円 30,882 百万円 △8,245 百万円

その他 金額 2,336 百万円 2,380 百万円 ＋43 百万円

合計 金額 41,464 百万円 33,263 百万円 △8,201 百万円

(内、輸出) ( 2,030 百万円 ) ( 1,981 百万円 ) ( △48 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 853 千t 763 千t △90 千t


