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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

24年3月期第2四半期 36,495 3.0 3,456 △19.9 3,520 △19.9 2,000 △49.7
23年3月期第2四半期 35,423 11.8 4,315 △12.9 4,393 △13.5 3,978 35.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,938百万円 （△48.7％） 23年3月期第2四半期 3,780百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 49.52 ―
23年3月期第2四半期 96.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 136,552 120,672 88.0
23年3月期 137,403 121,165 87.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  120,192百万円 23年3月期  120,717百万円

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  
(注)期末配当予想については、現段階では未定とさせていただきます。添付資料３ページ（剰余金の配当予想）をご参照下さい。 

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

23年3月期 ― 15.00 ― 10.00 25.00
24年3月期 ― 10.00
24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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   

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 77,000 9.2 5,800 △15.6 6,000 △15.1 3,500 △10.6 87.13



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際 
 の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付 
 資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期2Q 42,279,982 株 23年3月期 42,279,982 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,337,775 株 23年3月期 1,014,194 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 40,400,604 株 23年3月期2Q 41,266,604 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災以降急激に落ち込んだ後、サプライ

チエーンの復旧等により、一部に持ち直しの動きが見られたものの、世界経済の減速傾向や歴史的な円

高への進行等、国内外の景気下振れリスクが強まり、先行き不透明な状況が継続いたしました。 

 当社の属する普通鋼電炉業界につきましては、国内建設需要の停滞に加え、鋼材市況の軟化や円高の

進行による輸出環境の悪化など、極めて厳しい経営環境が継続いたしました。また、世界的な資源イン

フレ基調のなか、主原料である鉄スクラップ価格の挙動が経営環境の不透明感を一層強めることとなり

ました。 

 このような厳しい経営環境のなか、当社グループは東日本大震災の復興に資する諸施策への対応を最

優先に取り組むとともに、生産・販売・調達一体となったきめ細かな対応を図りながら、あらゆる無駄

の排除に取り組むGo ZERO活動を強化し、グループ全社を挙げて徹底したコスト削減に努め、収益の確

保に取り組んでまいりました。 

 この結果、収益につきましては、一定の水準を確保することができました。 

 当第２四半期連結累計期間の当社グループにおける鋼材売上数量は44万３千トン(前年同期実績42万

４千トン)、売上高は364億９千５百万円（前年同期実績354億２千３百万円）、経常利益は35億２千万

円（前年同期実績、棚卸資産評価方法変更影響除く 32億２千５百万円、棚卸資産評価方法変更影響含

む 43億９千３百万円）となりました。 

  

  

  

当期におけるわが国の経済は、震災復興の本格化が見込まれる一方で厳しい状況が継続する見通しで

あります。国際的には、歴史的な円高の継続に加え、欧米の債務問題に端を発した世界的な金融市場の

混乱や中国の金融引き締め政策等による世界経済の減速など、輸出の下押し圧力が一段と強まるものと

思われます。また、国内においては、電力不足による電気料金の上昇が懸念されるなど、景気減速のリ

スクが一層高まると予想せざるを得ません。 

 また、当社グループにつきましては、長期低迷していた国内建設需要の持ち直しの期待があるもの

の、不安定なスクラップ価格の動向や国内電力供給環境の変動による電力コスト・関連エネルギー・副

資材調達コストの上昇が経営環境に深刻な影響を及ぼすことが危惧されるなど、予断を許さない状況が

続くものと予想されます。 

 このような経営環境を踏まえ、当社グループは、引き続き東日本大震災の復興に資する諸施策への対

応を最優先に取り組むとともに、生産・販売・調達一体となった効率的・効果的な運営に努め、あらゆ

る無駄排除に取り組むGo ZERO活動を強化・推進し、更なるコスト削減を追求してまいります。 

 更に、将来にわたる磐石な事業基盤を確立するため、高級商品化の一層の推進を図りながら、東南ア

ジア地域を中心とした新しい事業機会の獲得に向けた検討を強力に推進し、各社とのアライアンス等の

諸施策についても積極的な展開を図ってまいります。 

 こうしたなか、平成24年３月期通期連結業績予想につきましては、売上高770億円、経常利益60億円

となる見通しです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結業績予想に関する定性的情報（平成24年３月期通期）
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（剰余金の配当予想） 

配当につきましては、業績に応じて行うべきものと考えております。  

  当社は経営基盤の長期安定に向けた財務体質を構築するとともに、今後の事業展開に備え、内部

留保の充実にも努め企業価値の安定的向上を目指します。 

 当第２四半期末（中間期末）の１株あたりの配当は10円とさせていただきます。 

 なお、期末配当予想につきましては、国内外の経済情勢が極めて不透明な状況であることに鑑

み、現時点では未定とし、収益見通しが明らかになった時点で改めて検討・公表させていただきま

す。 
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２．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 349 365

受取手形及び売掛金 22,161 21,881

製品 5,337 6,123

仕掛品 274 244

原材料及び貯蔵品 4,580 4,720

繰延税金資産 399 400

預け金 56,222 46,066

その他 143 132

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 89,464 79,930

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 18,438 18,461

減価償却累計額 △12,459 △12,662

建物及び構築物（純額） 5,979 5,798

機械装置及び運搬具 53,504 53,552

減価償却累計額 △43,963 △44,813

機械装置及び運搬具（純額） 9,541 8,738

工具、器具及び備品 5,630 5,756

減価償却累計額 △4,809 △4,907

工具、器具及び備品（純額） 821 849

土地 29,338 29,186

建設仮勘定 241 297

有形固定資産合計 45,921 44,870

無形固定資産

その他 16 16

無形固定資産合計 16 16

投資その他の資産

投資有価証券 1,303 1,099

長期貸付金 6 5

関係会社長期貸付金 － 10,000

繰延税金資産 285 271

その他 489 441

貸倒引当金 △83 △83

投資その他の資産合計 2,001 11,735

固定資産合計 47,939 56,621

資産合計 137,403 136,552
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,089 7,382

未払法人税等 1,740 1,446

修繕引当金 1,093 1,053

その他 2,196 2,061

流動負債合計 12,120 11,943

固定負債

繰延税金負債 2,030 1,857

退職給付引当金 1,658 1,639

役員退職慰労引当金 144 155

その他 284 284

固定負債合計 4,117 3,936

負債合計 16,238 15,880

純資産の部

株主資本

資本金 8,769 8,769

資本剰余金 10,648 10,648

利益剰余金 101,963 103,550

自己株式 △1,082 △3,101

株主資本合計 120,298 119,867

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 418 325

その他の包括利益累計額合計 418 325

少数株主持分 448 479

純資産合計 121,165 120,672

負債純資産合計 137,403 136,552
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 35,423 36,495

売上原価 28,987 30,899

売上総利益 6,435 5,595

販売費及び一般管理費

運搬費 1,179 1,198

給料及び賞与 343 396

退職給付引当金繰入額 19 14

役員退職慰労引当金繰入額 20 21

減価償却費 26 23

その他 531 484

販売費及び一般管理費合計 2,120 2,139

営業利益 4,315 3,456

営業外収益

受取利息 58 50

受取配当金 12 12

固定資産賃貸料 48 78

その他 56 28

営業外収益合計 175 169

営業外費用

出向者給料等負担金 44 37

固定資産除却損 26 29

その他 25 37

営業外費用合計 96 105

経常利益 4,393 3,520

特別利益

固定資産売却益 1,801 －

特別利益合計 1,801 －

特別損失

減損損失 － 151

特別損失合計 － 151

税金等調整前四半期純利益 6,195 3,368

法人税、住民税及び事業税 1,690 1,438

法人税等調整額 557 △101

法人税等合計 2,247 1,336

少数株主損益調整前四半期純利益 3,947 2,032

少数株主利益又は少数株主損失（△） △30 31

四半期純利益 3,978 2,000
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,947 2,032

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △167 △93

その他の包括利益合計 △167 △93

四半期包括利益 3,780 1,938

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,810 1,907

少数株主に係る四半期包括利益 △30 31
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,195 3,368

減価償却費 1,869 1,426

減損損失 － 151

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33 △18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12 10

修繕引当金の増減額（△は減少） △59 △40

受取利息及び受取配当金 △70 △62

有形固定資産除却損 26 29

投資有価証券売却損益（△は益） － △5

有形固定資産売却損益（△は益） △1,801 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,297 280

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,434 △895

仕入債務の増減額（△は減少） △1,066 293

その他 588 31

小計 2,894 4,570

利息及び配当金の受取額 70 56

法人税等の支払額 △1,190 △1,728

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,775 2,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 － 51

有形固定資産の売却による収入 2,403 2

有形固定資産の取得による支出 △1,145 △662

関係会社貸付けによる支出 － △10,000

その他の収入 0 1

その他の支出 △274 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 982 △10,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △2,018

配当金の支払額 △206 △412

少数株主への配当金の支払額 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △208 △2,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,549 △10,139

現金及び現金同等物の期首残高 54,065 56,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 56,615 46,431
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 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

  該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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