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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４－６月期におきましては、国内鋼材需要が想定を超えて推移するなか、当社の製品販売数量は期初の
見通しを上回りました。製品出荷単価が概ね想定どおりであった一方、主原料の鉄スクラップについては、
中国政府が主導する鉄鋼生産設備の廃却により余剰感が強まるとの思惑から、市況が軟調となり、購入単価
は計画を下回りました。加えて、生産数量の増加によるコストダウン効果等もあったことから、当第１四半
期累計期間の営業利益は 4,640 百万円、経常利益は 4,826 百万円、四半期純利益は 4,315 百万円となり、計
画を上回る進捗となりました。 

以上のような次第から、平成 29 年７月７日、第２四半期累計期間及び通期の業績予想の修正を行いまし
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、主として現金及び預金の増加等により、前事業年度比で 6,504 百万円増加 

し、156,871 百万円となっております。負債合計は、主として未払費用の増加等により、前事業年度比で 
2,800 百万円増加し、43,964 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 3,703 百万円増加し、112,906 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、国内の鋼材需要は、都市再開発や東京オリンピック・パラリンピック工事着
工の本格化等を通じて、堅調に推移すると期待されます。当社といたしましては、需要に見合った生産を徹
底するとともに、さらなるコストダウンの取り組みを全社一丸となって進めてまいります。 
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

    （単位：百万円） 

  前事業年度 
（平成29年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（平成29年６月30日） 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,448 11,064 

受取手形及び売掛金 13,587 13,116 

電子記録債権 913 1,162 

有価証券 42,000 43,000 

商品及び製品 10,806 12,958 

原材料及び貯蔵品 8,597 7,666 

繰延税金資産 205 333 

その他 419 192 

貸倒引当金 △14 △14 

流動資産合計 82,963 89,480 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 6,829 6,840 

機械及び装置（純額） 12,301 12,037 

土地 31,465 31,465 

建設仮勘定 4,128 4,492 

その他（純額） 3,861 3,765 

有形固定資産合計 58,586 58,600 

無形固定資産 169 159 

投資その他の資産    

繰延税金資産 1,277 1,102 

その他 7,370 7,527 

投資その他の資産合計 8,647 8,630 

固定資産合計 67,402 67,390 

資産合計 150,366 156,871 
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    （単位：百万円） 

  前事業年度 
（平成29年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（平成29年６月30日） 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 18,612 18,967 

電子記録債務 1,150 1,312 

未払金 1,238 1,488 

未払費用 7,805 9,538 

未払法人税等 193 477 

未払消費税等 - 236 

賞与引当金 494 176 

その他 3,022 2,912 

流動負債合計 32,518 35,110 

固定負債    

退職給付引当金 5,375 5,437 

その他 3,269 3,415 

固定負債合計 8,644 8,853 

負債合計 41,163 43,964 

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 55,495 59,090 

自己株式 △9,961 △9,962 

株主資本合計 105,272 108,867 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 3,930 4,039 

評価・換算差額等合計 3,930 4,039 

純資産合計 109,203 112,906 

負債純資産合計 150,366 156,871 
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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28年４月１日から 

 平成28年６月30日まで) 

 当第１四半期累計期間 
(平成29年４月１日から 
 平成29年６月30日まで) 

売上高 28,776 39,881 

売上原価 22,434 31,112 

売上総利益 6,342 8,769 

販売費及び一般管理費 3,756 4,128 

営業利益 2,586 4,640 

営業外収益    

受取利息 3 1 

受取配当金 110 114 

為替差益 － 36 

受取賃貸料 52 52 

その他 22 36 

営業外収益合計 189 241 

営業外費用    

支払利息 11 4 

売上割引 42 33 

為替差損 90 - 

その他 13 17 

営業外費用合計 157 55 

経常利益 2,617 4,826 

特別利益 - - 

特別損失    

固定資産除却損 187 138 

特別損失合計 187 138 

税引前四半期純利益 2,430 4,688 

法人税、住民税及び事業税 △15 373 

法人税等調整額 △0 △0 

法人税等合計 △15 373 

四半期純利益 2,446 4,315 
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

     該当事項はありません。 

 

 

（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28年４月１日から 

平成28年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成29年４月１日から 

平成29年６月30日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 590 684 

鋼 材 535 636 

 

（比較販売高） 

期別 
 
 
 
 

 
品種 

前第１四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成29年４月１日から 

平成29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 502  56.2 28,230 601 65.4  39,359 

(うち輸出) (46)  (40.8)  (1,878) (67)  (59.3)  (4,032) 

その他 12  44.6 545 18 29.0  522 

(うち輸出) (－)  (－)  (－) (－)  (－)  (－) 

合計 514  55.9   28,776 619 64.4   39,881 

(うち輸出) （46)  (40.8)  (1,878) （67)  (59.3)  (4,032) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第１四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成29年４月１日から 

平成29年６月30日まで 

減 価 償 却 費 10 億円 9 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
9 億円 11 億円 
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