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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 29,694 △34.7 613 ― 970 ― 865 ―
25年3月期第1四半期 45,462 △3.2 △6,114 ― △5,895 ― △6,014 ―

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 5.81 ―
25年3月期第1四半期 △40.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 141,154 74,389 52.7 499.34
25年3月期 139,988 73,452 52.5 493.05
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  74,389百万円 25年3月期  73,452百万円

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 ― 2.00 ― 0.00 2.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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) 59,500 △28.0 0 ― 0 ― 0 ― 0.00
通期 132,000 △3.8 2,500 ― 2,500 ― 2,000 ― 13.43



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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 155,064,249 株 25年3月期 155,064,249 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 6,088,899 株 25年3月期 6,088,783 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 148,975,402 株 25年3月期1Q 148,975,931 株

※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 
上記予想の内容は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績は主原料
である鉄スクラップ価格、鋼材の市況等により大きく変動する可能性があります。なお、業績予想の内容は、［添付資料］Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的
情報」（３）業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 



 

○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………………………  2 

（１）経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………………………  2 

（２）財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………………………  2 

（３）業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………………………  2 

２．四半期財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………………  3 

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………………  3 

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………………  5 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………………………………………………  6 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………………………………………………  6 

３．補足情報 ……………………………………………………………………………………………………………………………  6 

 

東京製鐵株式会社（5423）平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

1



 
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４－６月期において、国内では景況感の改善が需要の回復になかなか結びつかないなか、海外マーケットで中国の

増産の影響から鋼材市況が反落したため、当社におきましては、引き続き極めて厳しい販売状況を余儀なくされました。

しかしながら、そのようななか、需要に見合った生産で販売価格の値戻しに努めるとともに、全社を挙げてさらに徹底

したコストダウンに取り組んだ結果、営業利益 613 百万円、経常利益 970 百万円、四半期純利益 865 百万円となり、８

四半期ぶりに黒字を達成いたしました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期の資産合計は、主として商品及び製品の増加等により、前事業年度比で 1,165 百万円増加し、141,154

百万円となっております。負債合計は、前事業年度比で 228 百万円増加し、66,764 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 937 百万円増加し、74,389 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、政府の経済対策の効果もあって、鋼材需要は徐々に上向いてくると期待されますが、

当社におきましては、７－９月期は夏季での電力料金の一段の上昇と各工場での定期修繕の実施によるコストアップ等

が見込まれるため、引き続き厳しい経営状況が続くと懸念されます。 

つきましては、第２四半期累計期間・通期ともに、４月 19 日に発表いたしました業績予想を据え置きといたします。 
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２．四半期財務諸表 
 （１）四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,914 6,450

受取手形及び売掛金 14,404 15,196

有価証券 25,000 23,000

商品及び製品 10,278 13,651

原材料及び貯蔵品 6,049 5,730

その他 268 808

貸倒引当金 △14 △15

流動資産合計 62,900 64,821

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,711 8,605

機械及び装置 20,397 19,679

土地 31,629 31,629

建設仮勘定 2,232 2,317

その他 5,200 5,084

有形固定資産合計 68,171 67,316

無形固定資産 46 40

投資その他の資産 8,870 8,975

固定資産合計 77,088 76,332

資産合計 139,988 141,154
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(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 15,752 17,917

未払金 2,658 1,324

未払費用 7,084 7,601

未払法人税等 74 32

賞与引当金 250 79

その他 1,536 532

流動負債合計 27,356 27,487

固定負債   

長期借入金 30,000 30,000

退職給付引当金 4,245 4,258

その他 4,934 5,019

固定負債合計 39,179 39,277

負債合計 66,536 66,764

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 15,977 16,842

自己株式 △6,463 △6,463

株主資本合計 69,253 70,118

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,199 4,270

評価・換算差額等合計 4,199 4,270

純資産合計 73,452 74,389

負債純資産合計 139,988 141,154
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 （２）四半期損益計算書 
  （第１四半期累計期間） 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(平成24年４月１日から 
 平成24年６月30日まで) 

当第１四半期累計期間 
(平成25年４月１日から 
 平成25年６月30日まで) 

売上高 45,462 29,694

売上原価 47,536 26,321

売上総利益又は売上総損失（△） △2,073 3,373

販売費及び一般管理費 4,040 2,759

営業利益又は営業損失（△） △6,114 613

営業外収益   

受取利息 15 6

受取配当金 156 140

為替差益 53 82

その他 160 248

営業外収益合計 386 477

営業外費用   

支払利息 52 56

売上割引 73 50

その他 41 13

営業外費用合計 168 120

経常利益又は経常損失（△） △5,895 970

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 112 100

特別損失合計 112 100

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △6,008 870

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 － △0

法人税等合計 5 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,014 865
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（３）継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

 

（４）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１四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成25年４月１日から 

平成25年６月30日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 900 534 

鋼 材 831 499 

 

（比較販売高） 

期 別 
 
 
 
 

 
品 種 

前第１四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成25年４月１日から 

平成25年６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 753   60.1   45,275   445   65.9   29,397 

(うち輸出) (163)  (53.3)  (8,718)  (38)  (62.4)  (2,424) 

その他 3   50.9   186   5    53.9   297 

(うち輸出) (―)  (―)  (―)  (―)  (―)  (―) 

合計 756   60.1   45,462   451   65.8   29,694 

(うち輸出) (163)  (53.3)  (8,718)  (38)  (62.4)  (2,424) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第１四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年６月30日まで 

当第１四半期累計期間 

平成25年４月１日から 

平成25年６月30日まで 

減 価 償 却 費 42 億円 11 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
9 億円 4 億円 
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