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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 7－9 月期におきましては、堅調な鋼材需要が続く中国からの輸出圧力が低下し、海外の鋼材市況は
総じて上昇しました。また、国内の鋼材市場は、建設需要が本格的な盛り上がりを見せる中、荷動きが好
転しました。一方、主原料である鉄スクラップは、世界的に堅調な粗鋼生産を受けて、国内外で 3 年ぶり
となる高値に達しました。 

当社におきましては、鋼材出荷単価は概ね想定どおり推移した一方、鉄スクラップの購入単価が想定よ
り上昇いたしました。しかしながら、鋼材出荷数量が想定を上回ったことによる増益効果に加え、全社を
挙げたコストダウンを推進した結果、当第２四半期累計期間の業績は、営業利益 7,855 百万円、経常利益
7,921 百万円、四半期純利益 7,293 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、主として現金及び預金の増加等により、前事業年度比で 13,128 百万円増

加し、163,494 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 6,253 百万円増加し、47,416 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 6,874 百万円増加し、116,077 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、回復基調にある世界経済を反映して、海外では堅調な鋼材需要が続くと
見込まれます。国内の鋼材需要につきましても、都市再開発や東京オリンピック・パラリンピック関連
工事の本格化等により、引き続き底固く推移すると期待されます。 
当社といたしましては、販売価格の一層の値戻しに注力しつつ、採算重視の方針のもと、需要に見合っ

た生産を徹底してまいります。コスト面におきましては、中国の環境規制等の影響により高騰した電極・
耐火物をはじめ、諸資材価格のさらなる上昇が懸念されますが、引き続きコストダウンの取り組みを全
社一丸となって押し進め、収益の確保に努めてまいります。 
なお、通期の売上高予想について、前回公表の予想から 13,000 百万円増額いたします。 
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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２四半期会計期間 
(平成29年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,448 11,945 

受取手形及び売掛金 13,587 13,697 

電子記録債権 913 1,518 

有価証券 42,000 47,000 

商品及び製品 10,806 11,861 

原材料及び貯蔵品 8,597 7,858 

繰延税金資産 205 227 

その他 419 147 

貸倒引当金 △14 △15 

流動資産合計 82,963 94,241 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 6,829 6,728 

機械及び装置（純額） 12,301 12,059 

土地 31,465 31,465 

建設仮勘定 4,128 6,008 

その他（純額） 3,861 3,798 

有形固定資産合計 58,586 60,060 

無形固定資産 169 170 

投資その他の資産    

繰延税金資産 1,277 1,080 

その他 7,370 7,941 

投資その他の資産合計 8,647 9,021 

固定資産合計 67,402 69,252 

資産合計 150,366 163,494 

 

東京製鐵株式会社（5423）　平成30年3月期　第２四半期決算短信（非連結）

3



 

    （単位：百万円） 

  前事業年度 
(平成29年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成29年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 18,612 20,257 

電子記録債務 1,150 1,596 

未払金 1,238 1,987 

未払費用 7,805 10,270 

未払法人税等 193 584 

未払消費税等 - 448 

賞与引当金 494 546 

その他 3,022 2,751 

流動負債合計 32,518 38,443 

固定負債    

退職給付引当金 5,375 5,556 

その他 3,269 3,415 

固定負債合計 8,644 8,972 

負債合計 41,163 47,416 

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 62,068 

自己株式 △9,961 △10,058 

株主資本合計 105,272 111,748 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 3,930 4,328 

評価・換算差額等合計 3,930 4,328 

純資産合計 109,203 116,077 

負債純資産合計 150,366 163,494 
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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28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

 当第２四半期累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

売上高 57,220 78,593 

売上原価 44,467 62,368 

売上総利益 12,753 16,225 

販売費及び一般管理費 7,374 8,369 

営業利益 5,378 7,855 

営業外収益    

受取利息 6 3 

受取配当金 110 114 

為替差益 13 89 

受取賃貸料 104 106 

その他 58 68 

営業外収益合計 293 380 

営業外費用    

支払利息 23 8 

売上割引 78 66 

操業準備費用 - 215 

その他 20 24 

営業外費用合計 121 315 

経常利益 5,550 7,921 

特別損失    

固定資産除却損 377 239 

特別損失合計 377 239 

税引前四半期純利益 5,173 7,681 

法人税、住民税及び事業税 △35 389 

法人税等調整額 △0 △0 

法人税等合計 △36 388 

四半期純利益 5,210 7,293 
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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２四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年９月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成29年４月１日から 

平成29年９月30日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 1,076 1,263 

鋼 材 1,011 1,205 

 

（比較販売高） 

期別 
 
 
 
 

 
品種 

前第２四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年９月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成29年４月１日から 

平成29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 993  56.6 56,240 1,189 65.4  77,787 

(うち輸出) (119)  (44.0)  (5,241) (137)  (57.5)  (7,901) 

その他 22  43.6 979 31 25.8  806 

(うち輸出) (－)  (－)  (－) (－)  (－)  (－) 

合計 1,016  56.3   57,220 1,220 64.4   78,593 

(うち輸出) （119)  (44.0)  (5,241) (137)  (57.5)  (7,901) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第２四半期累計期間 

平成28年４月１日から 

平成28年９月30日まで 

当第２四半期累計期間 

平成29年４月１日から 

平成29年９月30日まで 

減 価 償 却 費 19 億円 19 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
16 億円 36 億円 
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