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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 

当上半期においては、中国からの過剰な鋼材輸出がさらに拡大して海外の鋼材価格の下落が一段と加速した
ため、国内鋼材市況も値下がりが続き、特に夏場以降にその下げ足を早めました。そのような状況のもと、当
社におきましては、製品販売価格が期間を通して下落基調をたどり、9 月 15 日の 10 月契約の売り出し価格に
おいて、それまでの下落額の実勢を反映した、品種別に 5～13 千円の値下げによる出直し価格の提示を余儀な
くされました。一方、当社の主原料である鉄スクラップ価格も国内外でリーマン・ショック以来となる安値ま
で急落したため、原料購入価格の値下がりが製品出荷単価の値下がりを吸収し、想定どおりの当四半期累計期
間利益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２四半期の資産合計は、主としてたな棚卸資産の減少等により、前事業年度比で 839 百万円減少し、

143,083 百万円となっております。負債合計は、主として１年内返済予定の長期借入金を返済したこと等によ
り、前事業年度比で 6,808 百万円減少し、52,548 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 5,969 百万円増加し、90,535 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、海外鋼材市況の下落スピードが漸く減速していくと期待されるなか、国内鋼
材市況は、需要が依然として底堅いことから、底入れから安定に向かうものと期待されます。そのような状況
のもと、当社におきましては、引き続き、採算重視の方針のもと、需要に見合った生産を徹底することで販売
価格の値戻しをはかるとともに、全社を挙げてコスト削減を一段と推し進めることで、利益の積み上げに努め
てまいります。 

以上のような次第から、通期利益予想について、上半期の実績を勘案し、平成 27 年 4 月 21 日公表の期初予
想から、10 億円増額いたします。 
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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27年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,957 3,088 

受取手形及び売掛金 15,554 12,915 

電子記録債権 2,065 1,772 

有価証券 37,000 44,000 

商品及び製品 11,600 8,826 

原材料及び貯蔵品 7,160 6,697 

その他 284 400 

貸倒引当金 △17 △14 

流動資産合計 77,605 77,685 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 7,725 7,511 

機械及び装置（純額） 14,617 13,647 

土地 31,434 31,434 

建設仮勘定 1,606 2,460 

その他（純額） 3,699 3,865 

有形固定資産合計 59,083 58,919 

無形固定資産 48 57 

投資その他の資産 7,185 6,421 

固定資産合計 66,317 65,398 

資産合計 143,922 143,083 
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    （単位：百万円） 

  前事業年度 
(平成27年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 15,855 15,221 

電子記録債務 1,021 1,026 

1年内返済予定の長期借入金 10,000 5,000 

未払金 1,313 1,928 

未払費用 8,743 8,699 

未払法人税等 381 270 

未払消費税等 1,877 371 

賞与引当金 549 555 

その他 757 843 

流動負債合計 40,499 33,917 

固定負債    

長期借入金 9,000 9,000 

退職給付引当金 4,936 4,875 

その他 4,921 4,755 

固定負債合計 18,857 18,631 

負債合計 59,357 52,548 

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 27,687 34,071 

自己株式 △6,464 △6,464 

株主資本合計 80,961 87,346 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 3,603 3,188 

評価・換算差額等合計 3,603 3,188 

純資産合計 84,565 90,535 

負債純資産合計 143,922 143,083 
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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 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

 当第２四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 84,044 71,792 

売上原価 70,424 57,061 

売上総利益 13,619 14,731 

販売費及び一般管理費 7,756 7,512 

営業利益 5,863 7,218 

営業外収益    

受取利息 15 19 

受取配当金 171 113 

為替差益 78 17 

その他 301 279 

営業外収益合計 567 430 

営業外費用    

支払利息 107 31 

売上割引 159 129 

その他 24 66 

営業外費用合計 291 227 

経常利益 6,139 7,421 

特別利益    

訴訟関連債務戻入益 143 - 

特別利益合計 143 - 

特別損失    

固定資産除却損 343 259 

災害による損失 331 - 

特別損失合計 674 259 

税引前四半期純利益 5,608 7,162 

法人税、住民税及び事業税 10 183 

法人税等調整額 △0 △1 

法人税等合計 10 181 

四半期純利益 5,598 6,980 

 

東京製鐵株式会社（5423）　平成28年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

5



 
 
 

（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26年４月１日から 

平成26年９月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成27年４月１日から 

平成27年９月30日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 1,141 1,110 

鋼 材 1,112 1,036 

 

（比較販売高） 

期別 
 
 
 
 

 
品種 

前第２四半期累計期間 

平成26年４月１日から 

平成26年９月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成27年４月１日から 

平成27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   1,141  72.9   83,205 1,053 65.8  69,301 

(うち輸出) (68)  (69.6)  (4,801) (78)  (55.0)  (4,336) 

その他   15   54.3   838 48 51.0   2,490 

(うち輸出) (2)  (55.4)    （141） (31)  (53.7)  (1,687) 

合計 1,157  72.6   

 

84,044 

 

1,101  65.2   

 

71,792 

 

(うち輸出) （71） (69.1)  (4,943)  （110)  (54.6)  (6,024) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第２四半期累計期間 

平成26年４月１日から 

平成26年９月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成27年４月１日から 

平成27年９月30日まで 

減 価 償 却 費 21 億円 19 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
16 億円 19 億円 
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