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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 127,916 11.6 △6,214 ― △6,183 ― △8,531 ―
23年3月期第3四半期 114,602 45.5 △4,209 ― △4,219 ― △4,362 ―

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

24年3月期第3四半期 △57.27 ―
23年3月期第3四半期 △29.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 311,112 225,620 72.5 1,514.47
23年3月期 313,202 235,781 75.3 1,582.68
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  225,620百万円 23年3月期  235,781百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00
24年3月期 ― 3.00 ―
24年3月期（予想） 3.00 6.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
業績予想の修正については、本日(平成24年１月18日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 

売上高 営業利益 経常利益 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 14.1 △10,000 ― △10,000 ― △12,500 ― △83.91



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 155,064,249 株 23年3月期 155,064,249 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 6,088,082 株 23年3月期 6,087,693 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 148,976,405 株 23年3月期3Q 148,977,212 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成23年10月18日に公表しました通期業績予想は、本資料において見直しております。 
２．上記予想の内容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、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績は主原
料である鉄スクラップ、鋼材の市況等により大きく変動する可能性があります。なお、上記１に係る業績予想の見直しの内容は、［添付資料］Ｐ．２「１．当四半期
決算に関する定性的情報」（３）業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当10 月～12 月期においては、原料価格が海外マーケットの反発から想定価格を上回って推移する一方、

販売面では国内における在庫調整の遅れから製品販売数量が伸び悩み、生産数量が予定を大幅に下回ったた

め、製品製造原価の上昇を余儀なくされました。加えて、12月末にかけて、製品在庫が増加するなか、製品

販売価格が急落したため在庫評価損も発生し、誠に遺憾ながら、第３四半期累計期間の経常損失は、6,183

百万円に拡大しました。さらに、高松工場の生産停止に伴う減損損失等を特別損失として計上した結果、四

半期純損失は、8,531百万円となりました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

    当第３四半期の資産合計残高は、主として有形固定資産の減少等により、前事業年度比で2,090 百万円減

少し、311,112 百万円となっております。負債合計残高は、前事業年度比で8,070百万円増加し、85,491百

万円となっております。純資産合計残高は、利益剰余金が減少した結果、225,620百万円となっております。 

 

 （３）業績予想に関する定性的情報 

欧州の債務問題により、世界経済の早期好転への期待が遠のくなか、長引く円高の影響もあって、製品販

売面での本格的な回復には時間を要するものと予想されます。このように引き続き極めて厳しい収益環境が

予想されることから、前回10月18日発表の通期の業績予想を下方修正いたします。 

当社といたしましては、今後本格化する復興需要を取り込みつつ、新規顧客開拓にも注力して、販売数量

の確保に取り組むとともに、全社を挙げて一層のコスト削減に努めることで、収益の回復を目指してまいり

ます。 

 



２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,713 6,544

受取手形及び売掛金 18,493 20,273

有価証券 32,000 42,000

商品及び製品 11,076 13,187

原材料及び貯蔵品 10,659 9,470

その他 1,642 603

貸倒引当金 △18 △20

流動資産合計 81,567 92,059

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 35,223 33,555

機械及び装置（純額） 119,918 121,688

土地 33,359 33,351

建設仮勘定 12,646 3,549

その他（純額） 18,550 18,142

有形固定資産合計 219,698 210,287

無形固定資産 1,491 1,116

投資その他の資産 10,445 7,648

固定資産合計 231,635 219,052

資産合計 313,202 311,112



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,774 29,679

1年内返済予定の長期借入金 － 9,000

未払金 5,453 2,641

未払費用 6,267 8,483

未払法人税等 77 45

賞与引当金 359 116

災害修繕損失引当金 690 36

その他 255 862

流動負債合計 37,877 50,865

固定負債   

長期借入金 30,000 26,000

退職給付引当金 4,220 4,177

役員退職慰労引当金 273 205

その他 5,049 4,244

固定負債合計 39,543 34,626

負債合計 77,420 85,491

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,894 30,894

資本剰余金 28,844 28,844

利益剰余金 178,350 168,924

自己株式 △6,462 △6,463

株主資本合計 231,626 222,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,155 3,419

評価・換算差額等合計 4,155 3,419

純資産合計 235,781 225,620

負債純資産合計 313,202 311,112



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(平成22年４月１日から 
 平成22年12月31日まで) 

当第３四半期累計期間 
(平成23年４月１日から 
 平成23年12月31日まで) 

売上高 114,602 127,916

売上原価 108,713 123,823

売上総利益 5,888 4,093

販売費及び一般管理費 10,098 10,308

営業損失（△） △4,209 △6,214

営業外収益   

受取利息 96 54

受取配当金 201 296

その他 283 246

営業外収益合計 581 597

営業外費用   

支払利息 99 115

売上割引 230 246

為替差損 136 71

その他 124 131

営業外費用合計 590 565

経常損失（△） △4,219 △6,183

特別利益   

関係会社株式売却益 906 －

特別利益合計 906 －

特別損失   

固定資産除却損 226 316

災害による損失 － 11

臨時損失 587 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 217 －

生産停止に伴う損失 － 2,293

特別損失合計 1,030 2,621

税引前四半期純損失（△） △4,344 △8,805

法人税、住民税及び事業税 18 18

法人税等還付税額 － △271

法人税等調整額 － △20

法人税等合計 18 △273

四半期純損失（△） △4,362 △8,531



 

（３）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（４）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。 

 

３.補足情報 

（比較生産高） 

期別 

品目 

前第３四半期累計期間 

平成22年 4月 1日から 

平成22年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成23年 4月 1日から 

平成23年12月31日まで 

 千トン 千トン

鋼  片 1,867     2,048     

鋼  材 1,730     1,895     

 

（比較販売高） 

期別 

 

品目 

前第３四半期累計期間 

平成22年 4月 1日から 

平成22年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成23年 4月 1日から 

平成23年12月31日まで 

数量 単価 金額 数量 単価 金額 

 千トン 千円 百万円 千トン 千円 百万円

鋼材 1,678   68.2  114,478   1,813 70.4  127,615 

(うち輸出) (79)  (59.5) (4,708)  (64) (63.6)  (4,075) 

その他 3   35.9  124   6 43.1  300 

(うち輸出) (―)  (―) (―)  (―) (―)  (―) 

計 1,681   68.1  114,602   1,820 70.3  127,916 

(うち輸出) (79)  (59.5) (4,708)  (64) (63.6)  (4,075) 

 

（設備投資額等） 

期別 

項目 

前第３四半期累計期間 

平成22年 4月 1日から 

平成22年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成23年 4月 1日から 

平成23年12月31日まで 

減 価 償 却 費 110億円 123億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
158億円 46億円 
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