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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 82,679 △7.3 △10,482 ― △10,175 ― △10,074 ―
24年3月期第2四半期 89,196 12.6 △3,296 ― △3,416 ― △3,350 ―

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2四半期 △67.62 ―
24年3月期第2四半期 △22.49 ―

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2四半期 289,410 209,270 72.3 1,404.73
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2四半期  209,270百万円 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 ― 2.00
25年3月期（予想） ― 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、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10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 139,000 △16.7 △15,000 ― △15,000 ― △15,000 ― △100.69



(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2Q 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2Q 6,088,619 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2Q 148,975,838 株 24年3月期2Q 148,976,467 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７月20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７月～９月期につきましては、円高によるデフレの継続と震災復興需要の遅れなどから国内建材需要は盛り上がり

を欠き、また、輸出についても新興国での経済成長が鈍化して国際市況が大幅に下落したため、当社におきましては、

製品販売数量が想定を下回り、結果減産を余儀なくされて製造コストが上昇しました。加えて９月末にかけて主原料で

ある鉄スクラップ価格が値下がりして在庫評価損が発生したこともあって、当第２四半期累計期間の経常損失は、予想

より７億円弱拡大して 10,175 百万円となりました。一方、四半期純損失は、旧高松工場の設備等の売却益を計上した

結果、10,074 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２四半期の資産合計は、主として有形固定資産の減少等により、前事業年度比で 20,088 百万円減少し、289,410

百万円となっております。負債合計は、前事業年度比で 8,721 百万円減少し、80,139 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 11,366 百万円減少し、209,270 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 

世界景気の減速が長引くなか、国内でも震災復興需要の本格化にはまだまだ時間を要することから、当社におきまし

ては、製品販売面で引き続き極めて厳しい状況が続くと予想されます。そのような情勢のもと、当社といたしましては、

採算を重視して需要に見合った生産に徹する一方、全社をあげて一層のコスト削減に注力することで、収益の改善に取

り組んでまいります。 
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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２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,148 5,678

受取手形及び売掛金 21,973 17,969

有価証券 37,000 34,000

商品及び製品 13,710 12,997

原材料及び貯蔵品 10,870 8,263

その他 557 891

貸倒引当金 △22 △18

流動資産合計 92,238 79,781

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,235 32,529

機械及び装置 119,495 113,721

土地 33,351 33,348

建設仮勘定 3,100 3,992

その他 18,197 17,818

有形固定資産合計 207,380 201,411

無形固定資産 1,053 949

投資その他の資産 8,826 7,267

固定資産合計 217,260 209,628

資産合計 309,498 289,410
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,457 23,618

1年内返済予定の長期借入金 9,000 9,000

未払金 3,037 3,280

未払費用 10,043 9,103

未払法人税等 77 64

賞与引当金 340 346

その他 819 190

流動負債合計 53,775 45,603

固定負債   

長期借入金 26,000 26,000

退職給付引当金 4,207 4,221

役員退職慰労引当金 213 －

その他 4,664 4,315

固定負債合計 35,085 34,536

負債合計 88,861 80,139

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 163,183 152,810

自己株式 △6,463 △6,463

株主資本合計 216,458 206,086

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,178 3,184

評価・換算差額等合計 4,178 3,184

純資産合計 220,637 209,270

負債純資産合計 309,498 289,410
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 （２）四半期損益計算書 
  （第２四半期累計期間） 

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 
(平成23年４月１日から 
 平成23年９月30日まで) 

当第２四半期累計期間 
(平成24年４月１日から 
 平成24年９月30日まで) 

売上高 89,196 82,679

売上原価 85,530 85,514

売上総利益又は売上総損失（△） 3,665 △2,835

販売費及び一般管理費 6,962 7,647

営業損失（△） △3,296 △10,482

営業外収益   

受取利息 36 27

受取配当金 145 156

為替差益 － 99

その他 164 334

営業外収益合計 345 617

営業外費用   

支払利息 76 81

売上割引 164 137

為替差損 168 －

その他 56 91

営業外費用合計 466 310

経常損失（△） △3,416 △10,175

特別利益   

固定資産売却益 － 426

特別利益合計 － 426

特別損失   

固定資産除却損 156 314

災害による損失 37 －

特別損失合計 193 314

税引前四半期純損失（△） △3,610 △10,063

法人税、住民税及び事業税 12 10

法人税等還付税額 △271 －

法人税等合計 △259 10

四半期純損失（△） △3,350 △10,074
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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２四半期累計期間 

平成23年４月１日から 

平成23年９月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年９月30日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 1,368 1,501 

鋼 材 1,276 1,395 

 

（比較販売高） 

期 別 
 
 
 
 

 
品 種 

前第２四半期累計期間 

平成23年４月１日から 

平成23年９月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年９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 1,238   71.8   88,974   1,379   59.7   82,270 

(うち輸出) (63)  (63.6)  (4,068)  (249)  (53.3)  (13,274) 

その他 5   44.0   221   8    49.0   408 

(うち輸出) (―)  (―)  (―)  (―)  (―)  (―) 

合計 1,243   71.7   89,196   1,387   59.6   82,679 

(うち輸出) (63)  (63.6)  (4,068)  (249)  (53.3)  (13,274) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第２四半期累計期間 

平成23年４月１日から 

平成23年９月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年９月30日まで 

減 価 償 却 費 81 億円 83 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
34 億円 26 億円 

 

東京製鐵株式会社（5423）平成25年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

6




