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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 6,395 △2.9 297 177.8 577 92.2 380 124.6
25年3月期第1四半期 6,585 4.6 107 225.7 300 24.1 169 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 538百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △341百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 7.85 ―
25年3月期第1四半期 3.47 ―

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 59,983 42,624 67.1
25年3月期 59,949 42,307 66.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  40,257百万円 25年3月期  39,988百万円

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  
平成26年３月期の第２四半期末及び期末の配当については未定であります。 

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

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) 12,705 △4.0 184 △12.4 412 △9.8 258 43.3 5.30
通期 27,353 △0.3 683 △10.8 994 △16.7 590 △17.7 12.12



(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  
（注）詳細は、添付資料Ｐ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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Ｐ２「１．当四半期決算に関する定性的情報」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 51,755,478 株 25年3月期 51,755,478 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,332,488 株 25年3月期 3,090,078 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 48,514,426 株 25年3月期1Q 48,860,705 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和政策による景気回復への期待感と財政出

動による経済対策効果が顕在化してきたことで景気は回復基調にあるものの、民間設備投資は本格的な

回復には至らず、景気の先行きは不透明な状況となっております。 

 鉄鋼二次製品業界におきましては、土木・建設業の不振に加え、公共事業の出件遅れ等により、経営

環境は依然として厳しい状況が継続しております。  

 このような状況の中、当社グループは経営計画達成に向けて積極的に取り組みましたが、販売面にお

きましては、販売数量は微減となり、販売価格が値下がりしたことにより、当第１四半期連結累計期間

の売上高は6,395百万円（前年同期比2.9％減）となりました。  

 利益面におきましては、増産による固定費負担が減少したことにより、営業利益は297百万円（前年

同期比177.8%増）、経常利益は577百万円（前年同期比92.2％増）、四半期純利益は380百万円（前年同

期比124.6%増）となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は59,983百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円減少

となりました。流動資産は25,796百万円となり、前連結会計年度末に比べ331百万円減少となりまし

た。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金等の減少が棚卸資産等の増加を上回ったことによ

るものです。固定資産は34,186百万円となり、前連結会計年度末に比べ365百万円増加となりました。

これは主に、投資有価証券等の増加によるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は17,358百万円となり、前連結会計年度末に比べ282百万円

減少となりました。流動負債は8,587百万円となり、前連結会計年度末に比べ198百万円減少となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金等の減少によるものです。固定負債は8,771百万円となり、前連

結会計年度末に比べ83百万円減少となりました。これは主に、長期借入金等の減少によるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は42,624百万円となり、前連結会計年度末に比べ316百万

円増加となりました。これは主に、利益剰余金等の増加によるものです。この結果、自己資本比率は

67.1％となりました。 

  

平成26年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月９

日に発表いたしました業績予想と変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

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

（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。 

  

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

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。  

  

  

  

  

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

（税金費用の計算）
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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：千円)

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 9,302,614 8,883,875

受取手形及び売掛金 9,072,653 8,506,218

有価証券 652,236 652,152

製品 4,026,949 4,303,300

仕掛品 647,279 639,293

原材料及び貯蔵品 2,193,501 2,531,754

繰延税金資産 130,168 127,595

その他 106,346 155,694

貸倒引当金 △3,698 △3,417

流動資産合計 26,128,050 25,796,465

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,786,267 4,708,068

機械装置及び運搬具（純額） 2,207,145 2,140,330

土地 8,792,793 8,792,793

その他（純額） 207,118 230,596

有形固定資産合計 15,993,324 15,871,788

無形固定資産

ソフトウエア 212,595 216,021

その他 6,061 5,955

無形固定資産合計 218,656 221,977

投資その他の資産

投資有価証券 15,567,708 16,114,228

長期貸付金 301,912 309,181

繰延税金資産 261,631 204,960

その他 1,507,736 1,494,502

貸倒引当金 △29,730 △29,730

投資その他の資産合計 17,609,260 18,093,141

固定資産合計 33,821,241 34,186,907

資産合計 59,949,291 59,983,373
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(単位：千円)

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 3,916,018 3,751,467

電子記録債務 1,450,334 1,379,025

短期借入金 350,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,558,000 1,539,000

未払金 598,477 899,941

未払法人税等 194,794 172,517

賞与引当金 203,063 58,777

その他 515,560 486,638

流動負債合計 8,786,248 8,587,368

固定負債

長期借入金 5,870,000 5,798,000

繰延税金負債 1,178,823 1,181,773

退職給付引当金 1,610,515 1,609,602

役員退職慰労引当金 130,473 117,780

その他 65,436 64,421

固定負債合計 8,855,249 8,771,578

負債合計 17,641,498 17,358,947

純資産の部

株主資本

資本金 10,720,068 10,720,068

資本剰余金 10,888,032 10,888,032

利益剰余金 18,936,679 19,171,654

自己株式 △937,431 △1,013,242

株主資本合計 39,607,349 39,766,512

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 381,496 491,401

その他の包括利益累計額合計 381,496 491,401

少数株主持分 2,318,947 2,366,511

純資産合計 42,307,793 42,624,425

負債純資産合計 59,949,291 59,983,373
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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：千円）

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 6,585,726 6,395,964

売上原価 5,623,781 5,262,337

売上総利益 961,944 1,133,626

販売費及び一般管理費 854,710 835,777

営業利益 107,234 297,849

営業外収益

受取利息 36,661 41,829

受取配当金 184,344 195,777

有価証券売却益 － 35,011

受取賃貸料 9,320 8,616

雑収入 9,143 15,491

営業外収益合計 239,470 296,727

営業外費用

支払利息 22,342 15,819

有価証券売却損 18,721 －

支払手数料 1,029 －

雑支出 4,127 1,326

営業外費用合計 46,221 17,145

経常利益 300,482 577,430

特別利益

投資有価証券売却益 － 11,027

固定資産売却益 40 69

特別利益合計 40 11,096

特別損失

投資有価証券評価損 48,612 4,027

固定資産除売却損 494 668

特別損失合計 49,107 4,695

税金等調整前四半期純利益 251,416 583,831

法人税等 58,491 156,416

少数株主損益調整前四半期純利益 192,924 427,415

少数株主利益 23,279 46,444

四半期純利益 169,644 380,970
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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：千円)

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 192,924 427,415

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △548,806 111,023

繰延ヘッジ損益 14,319 －

その他の包括利益合計 △534,487 111,023

四半期包括利益 △341,562 538,439

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △367,870 490,875

少数株主に係る四半期包括利益 26,307 47,564
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）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）

日亜鋼業株式会社（5658）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

-8-


	平成26年3月期第1四半期（サマリー）.pdf
	第62期決算短信（本文P1-P8）20130730.pdf

