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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 98,086 △12.7 1,317 ― 1,943 ― 1,426 ―
25年3月期第3四半期 112,341 △12.2 △13,088 ― △12,639 ― △13,331 ―

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

26年3月期第3四半期 9.58 ―
25年3月期第3四半期 △89.49 ―

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

26年3月期第3四半期 149,262 75,786 50.8 508.72
25年3月期 139,988 73,452 52.5 493.05
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 75,786百万円 25年3月期 73,452百万円

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

25年3月期 ― 2.00 ― 0.00 2.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 2.00 2.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 無  

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 137,500 0.2 2,500 ― 3,000 ― 2,500 ― 16.78



(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
②①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） 26年3月期3Q 155,064,249 株 25年3月期 155,064,249 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 6,088,945 株 25年3月期 6,088,783 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 148,975,350 株 25年3月期3Q 148,975,768 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 
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。 
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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 10－12 月期において、我が国経済の景況感が上昇するなかで国内鋼材需要は一段と回復し、当社におきましては、

引き続き製品販売価格の値戻しをはかってまいりましたが、主原料である鉄スクラップ価格が製品出荷価格の上昇に先

行して値上がりしたため、予想に比べて採算が悪化しました。しかしながら、全社を挙げて一層のコスト削減に努めた

結果、第３四半期累計期間の四半期純利益は、概ね想定どおりの進捗を達成することができました。 

 

（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は、主として有価証券の増加等により、前事業年度比で 9,274 百万円増加し、149,262 百万

円となっております。負債合計は、前事業年度比で 6,940 百万円増加し、73,476 百万円となっております。純資産合

計は、利益剰余金が増加した結果、前事業年度比で 2,333 百万円増加し、75,786 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、依然として中国の過剰生産が止まらず、海外の鋼材市況は上伸力を欠くと懸念されま

すが、国内景気の回復が民間設備投資の拡大にも繋がって、国内の鋼材需要は引き続き堅調に推移するものと期待され

ます。そのようななか、当社におきましては、採算性を重視した需要見合いの生産を続行することで製品販売価格のさ

らなる値戻しに取り組むとともに、価格の高止まりが懸念される電力や燃料の使用原単位の低減に一段と取り組む等の

コストダウンをさらに強力に推し進めることで、一層の収益の回復に努めてまいります。 
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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25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,914 6,250

受取手形及び売掛金 14,404 16,086

有価証券 25,000 28,000

商品及び製品 10,278 12,653

原材料及び貯蔵品 6,049 9,736

その他 268 639

貸倒引当金 △14 △16

流動資産合計 62,900 73,351

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,711 8,387

機械及び装置（純額） 20,397 18,413

土地 31,629 31,629

建設仮勘定 2,232 2,315

その他（純額） 5,200 4,836

有形固定資産合計 68,171 65,583

無形固定資産 46 50

投資その他の資産 8,870 10,276

固定資産合計 77,088 75,911

資産合計 139,988 149,262
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,752 23,469

1年内返済予定の長期借入金 － 21,000

未払金 2,658 1,379

未払費用 7,084 7,817

未払法人税等 74 42

賞与引当金 250 76

その他 1,536 658

流動負債合計 27,356 54,443

固定負債   

長期借入金 30,000 9,000

退職給付引当金 4,245 4,346

その他 4,934 5,685

固定負債合計 39,179 19,032

負債合計 66,536 73,476

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 15,977 17,403

自己株式 △6,463 △6,463

株主資本合計 69,253 70,679

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,199 5,106

評価・換算差額等合計 4,199 5,106

純資産合計 73,452 75,786

負債純資産合計 139,988 149,262
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（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24年４月１日から 
 平成24年12月31日まで) 

当第３四半期累計期間 
(平成25年４月１日から 
 平成25年12月31日まで) 

売上高 112,341 98,086

売上原価 114,834 87,851

売上総利益又は売上総損失（△） △2,493 10,235

販売費及び一般管理費 10,595 8,917

営業利益又は営業損失（△） △13,088 1,317

営業外収益   

受取利息 37 21

受取配当金 294 287

為替差益 143 181

その他 427 568

営業外収益合計 903 1,057

営業外費用   

支払利息 135 168

売上割引 193 179

その他 126 84

営業外費用合計 455 432

経常利益又は経常損失（△） △12,639 1,943

特別利益   

固定資産売却益 430 －

特別利益合計 430 －

特別損失   

固定資産除却損 784 503

災害による損失 321 －

特別損失合計 1,106 503

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △13,315 1,440

法人税、住民税及び事業税 15 16

法人税等調整額 － △2

法人税等合計 15 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,331 1,426
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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３四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成25年４月１日から 

平成25年12月31日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 1,998 1,557 

鋼 材 1,860 1,464 

 

（比較販売高） 

期別 
 
 
 
 

 
品種 

前第３四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成25年４月１日から 

平成25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 1,881   59.4   111,723 1,439   67.5   97,098 

(うち輸出) (266)  (52.7)  (14,066) (69)  (63.3)  (4,377) 

その他 13    47.1   617 18    54.0   987 

(うち輸出) (―)  (―)  (―) (―)  (―)  (―) 

合計 1,894   59.3   112,341 1,457   67.3   98,086 

(うち輸出) (266)  (52.7)  (14,066) (69)  (63.3)  (4,377) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第３四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成25年４月１日から 

平成25年12月31日まで 

減 価 償 却 費 123 億円 33 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
36 億円 12 億円 
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