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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 52,769 △23.7 △3,296 ― △4,019 ― △4,838 ―

24年3月期第2四半期 69,203 0.7 2,818 482.9 2,057 ― 1,691 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △5,622百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 1,445百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △31.27 ―

24年3月期第2四半期 13.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 139,500 32,099 23.0
24年3月期 149,869 37,829 25.2

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  32,072百万円 24年3月期  37,801百万円

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  ：  有  

（参考）配当予想の修正については、本日（平成24年10月30日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  
（参考）連結業績予想の修正については、本日（平成24年10月30日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 110,000 △18.4 △2,900 ― △4,000 ― △4,800 ― △31.03



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対す
る四半期レビュー手続きを実施中です。 

※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仮定については、決算短信（添付資料）２ページ「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

※  注記事項

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） 25年3月期2Q 154,973,338 株 24年3月期 154,973,338 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 277,690 株 24年3月期 276,928 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 154,695,708 株 24年3月期2Q 128,864,613 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるステンレス特殊鋼業界は、海外市場においては欧州の景気悪化が新興国経済

にも深刻な影響を及ぼし、なかでもこれまで世界経済を牽引してきた中国の景気減速が鮮明となる展開となりまし

た。また、国内市場においても打ち続く円高が国内の経済活動にも影を落とす流れとなるなど、期を通じて需要は

低調のまま推移しました。 

 また、ＬＭＥニッケル相場は７月初旬から＄７／lb台前半を推移する動きとなる中、８月中旬の＄６／lb台後半

を底にして、９月末にかけて＄８／lb台半ばまで反転上昇する動きとなりました。一方、為替相場は期を通じて70

円後半の円高水準が続き、輸出製品の収益性は厳しいものとなりました。 

 このような経営環境の中、高機能材部門の海外需要確保に向け、現地法人設立などの施策を実施してまりました

が、世界的な景気減速や中国の成長鈍化などから売上数量は高機能材、一般材とも前年同期比約11％の減少を余儀

なくされました。 

 この結果、平成25年３月期第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は52,769百万円（前年同期比23.7％の

減収）となり、営業利益は△3,296百万円（前年同期比6,114百万円減）、経常利益は△4,019百万円（前年同期比

6,076百万円減）となりました。また、四半期純利益は、設備集約による事業構造改善費用や投資有価証券評価損

等の特別損失の計上により、△4,838百万円（前年同期比6,529百万円減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は 139,500百万円となり、前連結会計年度末比 10,369百万円の減少

となりました。これは主として流動資産の減少であり、現金及び預金の減少（ 3,871百万円）および、受取手形及

び売掛金等の減少（ 5,934百万円）などによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は 107,401百万円となり、前連結会計年度末比 4,639百万円の減少とな

りました。これは主として支払手形及び買掛金の減少（ 2,476百万円）および、長期借入金の減少（ 2,520百万

円）によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の額は 32,099百万円となり、前連結会計年度末比 5,730百万円減少して

おります。これにより自己資本比率は 23.0％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 世界経済の回復が遅れる中で、ステンレス特殊鋼製品の主要輸出先である中国など新興国の景気減速が鮮明とな

る一方、厳しい円高水準の継続が想定されるなど、内外市場とも需給環境は今後一層厳しいものになると予想され

ます。 

 こうした厳しい需給環境を映じた販売量減少と販売価格下落の影響は大きく、これまでのコスト削減策等でカバ

ーすることは極めて難しいものと判断いたしました。このため誠に遺憾ながら平成24年７月26日に公表した通期業

績予想を下記の通り修正いたします。 

  

（本業績予想において、為替レート80円／米ドルを前提としております。） 

  

 また、このような厳しい経営環境下でも黒字を計上できる体質とすべく、コスト構造の改革を図ることを骨子と

した「総コスト削減計画」を今般策定いたしました。今後グループの総力を上げてこの計画を着実に実行すること

により、収益を改善していく所存です。 

 なお、「総コスト削減計画」の詳細につきましては、本日（平成24年10月30日）公表の「総コスト削減計画策定

のお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
平成25年度３月期 

通期  

連結売上高（百万円）    110,000

連結営業利益（百万円）    △2,900

連結経常利益（百万円）    △4,000

連結当期純利益（百万円）   △4,800



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,130 11,259

受取手形及び売掛金 23,829 17,894

商品及び製品 6,307 6,316

仕掛品 14,188 15,342

原材料及び貯蔵品 8,586 7,382

その他 1,059 943

貸倒引当金 △638 △583

流動資産合計 68,461 58,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,492 13,373

機械装置及び運搬具（純額） 19,727 21,168

土地 39,027 39,291

その他（純額） 2,312 1,835

有形固定資産合計 74,558 75,667

無形固定資産 1,241 1,081

投資その他の資産   

投資有価証券 4,811 3,431

その他 850 824

貸倒引当金 △52 △57

投資その他の資産合計 5,609 4,198

固定資産合計 81,408 80,946

資産合計 149,869 139,500



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,702 18,226

短期借入金 30,430 30,822

1年内返済予定の長期借入金 12,187 10,965

賞与引当金 796 801

その他 5,880 5,728

流動負債合計 69,995 66,542

固定負債   

長期借入金 21,104 19,806

退職給付引当金 9,295 9,315

環境対策引当金 65 65

その他 11,582 11,673

固定負債合計 42,046 40,859

負債合計 112,040 107,401

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,301 24,301

資本剰余金 9,542 9,542

利益剰余金 1,688 △3,261

自己株式 △132 △132

株主資本合計 35,399 30,451

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 620 △126

繰延ヘッジ損益 △2 1

土地再評価差額金 1,832 1,832

為替換算調整勘定 △47 △85

その他の包括利益累計額合計 2,402 1,621

少数株主持分 28 27

純資産合計 37,829 32,099

負債純資産合計 149,869 139,500



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 69,203 52,769

売上原価 61,215 50,982

売上総利益 7,988 1,787

販売費及び一般管理費 5,170 5,083

営業利益又は営業損失（△） 2,818 △3,296

営業外収益   

受取配当金 84 73

固定資産賃貸料 19 64

その他 76 81

営業外収益合計 178 218

営業外費用   

支払利息 569 578

その他 370 363

営業外費用合計 939 941

経常利益又は経常損失（△） 2,057 △4,019

特別利益   

固定資産売却益 6 1

受取補償金 － 5

その他 0 0

特別利益合計 7 7

特別損失   

投資有価証券評価損 216 115

事業構造改善費用 － 601

その他 87 33

特別損失合計 303 750

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,761 △4,762

法人税等 69 79

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,692 △4,840

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,691 △4,838



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,692 △4,840

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △196 △746

繰延ヘッジ損益 0 3

為替換算調整勘定 △51 △38

その他の包括利益合計 △248 △781

四半期包括利益 1,445 △5,622

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,445 △5,619

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △3



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,761 △4,762

減価償却費 2,467 2,246

退職給付引当金の増減額（△は減少） △104 21

受取利息及び受取配当金 △84 △74

支払利息 569 578

投資有価証券評価損益（△は益） 216 115

売上債権の増減額（△は増加） 620 5,960

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,413 41

仕入債務の増減額（△は減少） △2,456 △2,494

その他 78 △349

小計 △347 1,282

利息及び配当金の受取額 84 74

利息の支払額 △569 △547

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 111 △55

営業活動によるキャッシュ・フロー △720 754

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,438 △2,845

その他 200 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,238 △2,823

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,026 445

長期借入れによる収入 1,908 3,580

長期借入金の返済による支出 △3,692 △6,126

割賦未払金の増加による収入 － 710

株式の発行による収入 4,082 －

その他 △313 △410

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,010 △1,800

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59 △47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,993 △3,917

現金及び現金同等物の期首残高 6,724 15,081

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 50

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,717 11,214



 当該事項はありません。   

     

 当該事項はありません。   

     

（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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