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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 47,674 24.8 2,452 346.4 5,663 110.3 2,790 46.7
25年3月期第1四半期 38,204 0.5 549 △74.0 2,692 △39.9 1,902 △29.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 20,166百万円 （82.0％） 25年3月期第1四半期 11,078百万円 （91.6％）

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

26年3月期第1四半期 40.92 ―
25年3月期第1四半期 28.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 281,863 231,106 77.0
25年3月期 256,006 211,949 78.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  217,165百万円 25年3月期  200,403百万円

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   

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

25年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 93,000 16.5 3,500 57.2 9,000 24.5 4,500 △5.8 65.99
通期 190,000 19.6 5,000 △8.6 16,000 18.2 8,500 10.7 124.65



(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  ：  有  

(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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さ
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） 26年3月期1Q 69,750,000 株 25年3月期 69,750,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,558,709 株 25年3月期 1,558,709 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 68,191,291 株 25年3月期1Q 67,879,796 株
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当第１四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は、全体的に需要の盛り上がりに欠ける

状況が続いております。 

 日本におきましては、景気は持ち直し傾向にあるなか、若干の需要の回復を感じられるようになって

まいりましたが、電力料金値上げの影響から、収益の改善にまでは結びついておりません。 

連結子会社を有する韓国、タイ国、また持分法適用関連会社を有する米国、サウジアラビア王国にお

きましては、いずれも2013年１月～３月の業績が当第１四半期連結累計期間に反映されます。   

韓国のワイケー・スチールコーポレーションでは建設需要と鉄筋販売価格の低迷に加え、償却費負担

増の影響も受け一層厳しい業況となっておりますが、その他の各連結子会社、持分法適用関連会社につ

きましては大きな変化はなく推移いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前第１四半期連結累計期間と比べ9,469百万円

増の47,674百万円となりました。利益につきましては、営業利益は前第１四半期連結累計期間と比べ

1,903百万円増の2,452百万円、経常利益は前第１四半期連結累計期間と比べ2,970百万円増の5,663百万

円、四半期純利益は前第１四半期連結累計期間と比べ887百万円増の2,790百万円となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間における海外子会社、関連会社の財務諸表から連結財務諸表の作成にかか

る期中平均の為替レートは次のとおりです。 

（海外各社の当第１四半期累計期間は平成25年１月～３月） 

92.55円／米ドル、3.12円／バーツ、11.71ウォン／円 

また、前第１四半期連結累計期間における期中平均の為替レートは次のとおりです。 

（海外各社の前第１四半期累計期間は平成24年１月～３月） 

79.73円／米ドル、2.60円／バーツ、14.19ウォン／円 

  

①財政状態の変動 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、為替変動の影響により在外子会社の資産が増加した

こと等により、前連結会計年度末に比べ25,857百万円増加の281,863百万円となりました。 

負債につきましては、為替変動の影響及び借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ6,700百

万円増加の50,757百万円となりました。 

また、純資産につきましては、四半期純利益の増加、配当金の支払による減少の他、為替換算調整勘

定が14,449百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ19,156百万円増加の231,106百万円

となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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なお、当第１四半期連結会計期間末における海外子会社、関連会社の財務諸表から連結財務諸表の作

成にかかる為替レートは次のとおりです。 

（海外各社の当第１四半期会計期間末は平成25年３月末） 

  93.99円／米ドル、3.20円／バーツ、11.83ウォン／円 

また、前連結会計年度末における為替レートは次のとおりです。 

（海外各社の前会計年度末は平成24年12月末） 

  86.58円／米ドル、2.82円／バーツ、12.37ウォン／円 

  

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

主に税金等調整前四半期純利益と米国の持分法適用関連会社からの現金分配により、営業活動による

資金は1,075百万円増加しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

主に定期預金の預入による支出により、投資活動による資金は12,265百万円減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払による支出があったものの短期借入金が増加したため、財務活動による資金は1,459百

万円増加しました。 

以上に現金及び現金同等物に係る換算差額1,912百万円を加味し、当第１四半期連結会計期間末の現

金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ7,817百万円減少の17,094百万円となりました。 

  

バーレーン王国所在の持分法適用関連会社スルブカンパニーBSC(ｃ)（以下「SULB社」)につきまして

は、生産量の増加ペースは当初見込みを下回っているものの、生産量は徐々に増加しつつあります。 

 この度、SULB社は7月末をもって商業生産を開始することとなり、同社の下期の収益予想に関しまし

ては今回公表の連結業績予想に反映しております。その結果、前回公表時点（平成25年4月30日公表）

から大きな変更はないため、前回公表の連結業績予想をそのまま据え置きといたします。 

なお、海外子会社、関連会社の収益及び費用を換算する際の為替レートにつきましては、昨今の円安

の状況を踏まえ、下記のとおり変更しております。 

（各社の会計年度は平成25年1月～12月） 

 期中平均レート、  95.45円／米ドル、3.14円／バーツ、11.05ウォン／円 

 期末レート、    95.00円／米ドル、3.06円／バーツ、10.53ウォン／円 

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

一部の子会社を除き、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま

す。 

  

 該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 60,526 67,530

受取手形及び売掛金 30,146 36,193

商品及び製品 13,216 15,992

仕掛品 359 377

原材料及び貯蔵品 16,282 17,601

その他 1,538 1,586

貸倒引当金 △14 △17

流動資産合計 122,055 139,263

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,521 15,409

機械装置及び運搬具（純額） 31,569 33,714

土地 14,462 15,027

建設仮勘定 343 557

その他（純額） 293 302

有形固定資産合計 61,189 65,011

無形固定資産

のれん 2,337 2,247

その他 354 387

無形固定資産合計 2,691 2,635

投資その他の資産

投資有価証券 40,977 44,331

出資金 26,817 28,303

その他 2,462 2,507

貸倒引当金 △188 △188

投資その他の資産合計 70,068 74,953

固定資産合計 133,950 142,600

資産合計 256,006 281,863
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,343 15,713

短期借入金 2,086 4,263

関係会社短期借入金 － 500

未払法人税等 625 939

賞与引当金 418 337

その他 6,999 8,636

流動負債合計 25,472 30,389

固定負債

長期借入金 5,640 6,400

繰延税金負債 9,096 9,706

退職給付引当金 2,192 2,321

役員退職慰労引当金 1,370 1,306

その他 284 633

固定負債合計 18,583 20,367

負債合計 44,056 50,757

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 341 341

利益剰余金 223,913 225,695

自己株式 △588 △588

株主資本合計 231,663 233,445

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,526 3,057

為替換算調整勘定 △33,786 △19,337

その他の包括利益累計額合計 △31,259 △16,279

少数株主持分 11,546 13,940

純資産合計 211,949 231,106

負債純資産合計 256,006 281,863
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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１四半期連結累計期間)

（単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 38,204 47,674

売上原価 35,056 42,026

売上総利益 3,148 5,647

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,155 1,507

給料及び手当 307 355

賞与引当金繰入額 72 97

退職給付引当金繰入額 27 26

役員退職慰労引当金繰入額 33 34

その他 1,002 1,173

販売費及び一般管理費合計 2,599 3,195

営業利益 549 2,452

営業外収益

受取利息 139 104

受取配当金 112 117

持分法による投資利益 2,011 2,882

デリバティブ評価益 86 44

その他 148 557

営業外収益合計 2,498 3,705

営業外費用

支払利息 195 143

デリバティブ評価損 122 339

その他 37 11

営業外費用合計 355 495

経常利益 2,692 5,663

特別利益

固定資産売却益 13 0

特別利益合計 13 0

特別損失

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 164 －

特別損失合計 165 0

税金等調整前四半期純利益 2,540 5,663

法人税、住民税及び事業税 723 1,637

法人税等調整額 △302 414

法人税等合計 420 2,051

少数株主損益調整前四半期純利益 2,120 3,611

少数株主利益 217 821

四半期純利益 1,902 2,790
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(四半期連結包括利益計算書)
(第１四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,120 3,611

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △363 531

為替換算調整勘定 9,321 16,023

その他の包括利益合計 8,958 16,554

四半期包括利益 11,078 20,166

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,067 17,770

少数株主に係る四半期包括利益 1,010 2,395
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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１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６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 2,540 5,663

減価償却費 1,162 1,688

受取利息及び受取配当金 △251 △221

支払利息 195 143

持分法による投資損益（△は益） △2,011 △2,882

売上債権の増減額（△は増加） 406 △4,659

たな卸資産の増減額（△は増加） 360 △1,770

仕入債務の増減額（△は減少） △2,602 △382

その他 △400 120

小計 △601 △2,302

利息及び配当金の受取額 3,842 4,026

利息の支払額 △44 △0

法人税等の支払額 △962 △647

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,233 1,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,271 △13,114

定期預金の払戻による収入 3,655 1,389

有形固定資産の取得による支出 △871 △527

その他 10 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △477 △12,265

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） 1,512 2,403

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △933 △936

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △4 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 573 1,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,617 1,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,947 △7,817

現金及び現金同等物の期首残高 47,887 24,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 52,835 17,094
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 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

  
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：百万円）

   
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送、医療廃棄物処理、不動 

     産事業等を含んでおります。 
  

   ２ セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△287百万円が含まれて 

     おります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 
  

   ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

   
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送、医療廃棄物処理、不動 

     産事業等を含んでおります。 
  

   ２ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

     △342百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
  

   ３ セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っており 

     ます。 

（４）四半期連結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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

 【セグメント情報】

 報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書 
計上額 
(注)３

 
鉄鋼事業 
（日本）

鉄鋼事業 
（韓国）

鉄鋼事業
（タイ国）

軌道用品
事業

計

売上高   

(1) 外部顧客へ
の売上高

9,454 11,519 15,993 1,168 38,135 68 38,204 ― 38,204

(2) セグメント
間の内部売上高
又は振替高

119 ― ― ― 119 ― 119 △119 ―

計 9,573 11,519 15,993 1,168 38,255 68 38,324 △119 38,204

セグメント利益 13 116 659 41 831 5 837 △287 549

 報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益 
計算書 
計上額 
(注)３

 
鉄鋼事業 
（日本）

鉄鋼事業 
（韓国）

鉄鋼事業
（タイ国）

軌道用品
事業

計

売上高   

(1) 外部顧客へ
の売上高

12,067 13,279 20,988 1,274 47,610 63 47,674 ― 47,674

(2) セグメント
間の内部売上高
又は振替高

101 ― ― ― 101 ― 101 △101 ―

計 12,169 13,279 20,988 1,274 47,711 63 47,775 △101 47,674

セグメント利益
又はセグメント
損失（△）

774 △778 2,637 156 2,790 4 2,795 △342 2,452
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