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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 45,462 △3.2 △6,114 ― △5,895 ― △6,014 ―
24年3月期第1四半期 46,964 19.9 11 ― 117 ― 257 ―

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

25年3月期第1四半期 △40.37 ―
24年3月期第1四半期 1.73 ―

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

25年3月期第1四半期 307,425 213,654 69.5 1,434.16
24年3月期 309,498 220,637 71.3 1,481.03
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  213,654百万円 24年3月期  220,637百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 2.00 5.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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）

（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７月20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

第2四半期(累計) 88,500 △0.8 △9,500 ― △9,500 ― △9,500 ― △63.77
通期 175,500 5.2 △14,500 ― △14,500 ― △14,500 ― △97.33



(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） 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 155,064,249 株 24年3月期 155,064,249 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 6,088,390 株 24年3月期 6,088,293 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 148,975,931 株 24年3月期1Q 148,976,536 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24年４月20日に公表しました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも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価格、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 

当第１四半期におきましては、震災復興関連需要の遅れで内需が盛り上がらない一方で、欧州金融危機の継続が想定

以上に深刻な影響を世界経済に及ぼしたため、当初期待していた値戻しが一向に進まず、逆に、国内外で鉄鋼製品市況

の下落が顕著となりました。 

そのようななか、当社におきましては、製品出荷価格が当初予想を下回り、また、製品販売数量も伸び悩んだため、

期間損失が当初予想に比べ大幅に拡大しました。加えて、製品市況の下落を受けて６月末に当社販売価格を全面的に値

下げしたことによる第１四半期末の製品在庫に係る評価損失を含めて、第１四半期末において 25 億円強の在庫評価損

失等が発生しました。 

以上のような次第から、期初には第２四半期累計期間で 10 億円の営業損失と見込んでいましたが、第１四半期にお

いて既に当初予想を大幅に上回る営業損失 6,114 百万円、経常損失 5,895 百万円、四半期純損失 6,014 百万円の計上を

余儀なくされるに至りました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期の資産合計は、主として有形固定資産の減少等により、前事業年度比で 2,073 百万円減少し、307,425

百万円となっております。負債合計は、前事業年度比で 4,909 百万円増加し、93,770 百万円となっております。純資

産合計は、利益剰余金が減少した結果、前事業年度比で 6,982 百万円減少し、213,654 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 

今後の見通しにつきましては、我が国経済は、デフレ状態が一向に解消されないなかで、震災復興関連需要も引き続

き盛り上がりを欠いて、国内景気の停滞が続くと思われます。一方、欧州金融危機解決の目途がなかなか立たないため、

世界経済の減速も長引くと懸念されます。 
このような極めて厳しい経営環境の下、製品販売価格・数量ともに、その回復にはまだまだ相当の時間を要すると見

込まれるため、当社といたしましては、さらなるコストの削減に全社を挙げて取り組んでまいりますが、第２四半期累

計期間並びに通期の売上高及び損益予想につきまして、誠に遺憾ながら、当初予想から大幅に下方修正いたします。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,148 10,972

受取手形及び売掛金 21,973 22,155

有価証券 37,000 35,000

商品及び製品 13,710 17,075

原材料及び貯蔵品 10,870 8,516

その他 557 954

貸倒引当金 △22 △22

流動資産合計 92,238 94,652

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 33,235 32,884

機械及び装置（純額） 119,495 116,575

土地 33,351 33,351

建設仮勘定 3,100 3,209

その他（純額） 18,197 17,971

有形固定資産合計 207,380 203,992

無形固定資産 1,053 1,004

投資その他の資産 8,826 7,776

固定資産合計 217,260 212,773

資産合計 309,498 307,425
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,457 34,604

1年内返済予定の長期借入金 9,000 9,000

未払金 3,037 2,734

未払費用 10,043 11,149

未払法人税等 77 32

賞与引当金 340 106

その他 819 1,497

流動負債合計 53,775 59,125

固定負債   

長期借入金 26,000 26,000

退職給付引当金 4,207 4,168

役員退職慰労引当金 213 －

その他 4,664 4,476

固定負債合計 35,085 34,645

負債合計 88,861 93,770

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 163,183 156,871

自己株式 △6,463 △6,463

株主資本合計 216,458 210,146

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,178 3,507

評価・換算差額等合計 4,178 3,507

純資産合計 220,637 213,654

負債純資産合計 309,498 307,425
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（２）四半期損益計算書 
 （第１四半期累計期間） 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(平成23年４月１日から 
 平成23年６月30日まで) 

当第１四半期累計期間 
(平成24年４月１日から 
 平成24年６月30日まで) 

売上高 46,964 45,462

売上原価 43,419 47,536

売上総利益又は売上総損失（△） 3,544 △2,073

販売費及び一般管理費 3,532 4,040

営業利益又は営業損失（△） 11 △6,114

営業外収益   

受取利息 16 15

受取配当金 145 156

為替差益 2 53

その他 79 160

営業外収益合計 242 386

営業外費用   

支払利息 37 52

売上割引 80 73

その他 19 41

営業外費用合計 136 168

経常利益又は経常損失（△） 117 △5,895

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 88 112

災害による損失 37 －

特別損失合計 125 112

税引前四半期純損失（△） △8 △6,008

法人税、住民税及び事業税 6 5

法人税等還付税額 △271 －

法人税等合計 △265 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） 257 △6,014
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（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１四半期累計期間 

平成23年４月１日から 

平成23年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年６月30日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 725 900 

鋼 材 684 831 

 

（比較販売高） 

期 別 
 
 
 
 

 
品 種 

前第１四半期累計期間 

平成23年４月１日から 

平成23年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年６月30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 637   73.5   46,869   753   60.1   45,275 

(うち輸出) (57)  (63.6)  (3,687)  (163)  (53.3)  (8,718) 

その他 2   45.2   94   3    50.9   186 

(うち輸出) (―)  (―)  (―)  (―)  (―)  (―) 

合計 639   73.4   46,964   756   60.1   45,462 

(うち輸出) (57)  (63.6)  (3,687)  (163)  (53.3)  (8,718) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第１四半期累計期間 

平成23年４月１日から 

平成23年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年６月30日まで 

減 価 償 却 費 40 億円 42 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
7 億円 9 億円 
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