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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 41,361 △23.6 1,235 △66.1 1,891 △51.9 1,237 △53.4
25年3月期第1四半期 54,171 3.4 3,642 △52.5 3,932 △50.4 2,655 △52.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2,947百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △337百万円 （―％）

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 3.34 ―
25年3月期第1四半期 7.16 ―

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 306,046 135,459 43.9
25年3月期 303,970 134,368 43.8
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  134,339百万円 25年3月期  133,236百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 2.50 ― 2.50 5.00

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) 88,000 △18.2 2,000 △75.6 2,000 △76.0 1,000 △64.5 2.70
通期 200,000 △9.4 8,500 △49.0 8,600 △49.7 5,000 △39.6 13.48



(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、現時点で入手している情報に基づき当社が判断した予想であり、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。 

※  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 371,463,036 株 25年3月期 371,463,036 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 633,700 株 25年3月期 632,211 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 370,829,850 株 25年3月期1Q 370,841,462 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな景気回復が続きましたが、欧州では景気の低

迷が続き、中国をはじめとする新興国の経済成長は減速傾向となりました。一方、わが国経済は、昨年末の政権交

代以降、円高の修正や株価の上昇が進み、景気回復の兆しが見られました。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、昨年５月に策定した平成26年度までの３ヵ年の中期経営

計画（JGP2014）に沿って、事業活動を推進しております。 

当社グループにおける当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は、素形材・エネルギー事業が

増加した一方、産業機械事業が減少したことから、461億47百万円（前年同期比1.8％減）となりました。売上高

は、素形材・エネルギー事業及び産業機械事業がともに減少し413億61百万円（同23.6％減）となりました。これ

により、営業利益は12億35百万円（同66.1％減）、経常利益は18億91百万円（同51.9％減）、当期純利益は12億37

百万円（同53.4％減）となりました。 

  

主要なセグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

（素形材・エネルギー事業） 

受注高は、電力・原子力製品の需要がやや回復するなか、クラッド鋼管やクラッド鋼板が増加したことから、

168億10百万円（前年同期比69.0％増）となりました。 

売上高は、電力・原子力製品の減少に加え、前年同期に大口売上のあったクラッド鋼管が相対的に減少したこと

から、153億２百万円（同29.4％減）となりました。 

営業損益は、売上高の減少に加え、操業回復の遅れが影響し、営業損失18億55百万円（前年同期は営業損失12億

37百万円）となりました。 

  

（産業機械事業） 

受注高は、樹脂製造・加工機械、射出成形機や圧縮機が増加したものの、レーザーアニール装置が減少したこと

から、290億27百万円（前年同期比21.2％減）となりました。 

売上高は、レーザーアニール装置や射出成形機が増加したものの、樹脂製造・加工機械が前期の受注減の影響か

ら減少し、253億82百万円（同20.5％減）となりました。 

営業利益は、売上高の減少により、32億59百万円（同33.8％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比20億76百万円増加し、3,060億46百万円と

なりました。これは主に、仕掛品などの流動資産が増加したためであります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末比９億85百万円増加し、1,705億86百万円とな

りました。これは主に、前受金などの流動負債が増加したためであります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末比10億90百万円増加し、1,354億59百万円と

なりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が増加したためであります。この結果、自己資本比率は

43.9％(前連結会計年度末は43.8％)となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の連結業績は改善傾向で推移しておりますが、中国をはじめとする新興国の景気減速

の懸念もあり、現時点で平成25年５月13日に開示した平成26年３月期の連結業績予想数値は変更いたしません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 51,005 53,414

受取手形及び売掛金 51,970 45,733

商品及び製品 1,381 1,762

仕掛品 53,428 59,456

原材料及び貯蔵品 4,705 4,295

その他 11,757 12,139

貸倒引当金 △225 △227

流動資産合計 174,024 176,574

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 48,039 47,420

機械装置及び運搬具（純額） 31,069 29,396

その他（純額） 15,367 15,063

有形固定資産合計 94,476 91,881

無形固定資産 789 775

投資その他の資産   

その他 35,274 37,405

貸倒引当金 △594 △590

投資その他の資産合計 34,680 36,815

固定資産合計 129,945 129,471

資産合計 303,970 306,046

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,216 42,758

短期借入金 12,703 12,560

未払法人税等 2,373 875

前受金 21,389 25,134

引当金 6,672 4,901

その他 25,940 26,703

流動負債合計 111,296 112,933

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 17,805 17,702

退職給付引当金 9,419 9,484

資産除去債務 1,371 1,256

その他 19,708 19,209

固定負債合計 58,305 57,653

負債合計 169,601 170,586
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,694 19,694

資本剰余金 5,425 5,425

利益剰余金 107,861 107,244

自己株式 △413 △414

株主資本合計 132,568 131,950

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,475 2,866

繰延ヘッジ損益 △332 △154

為替換算調整勘定 △474 △323

その他の包括利益累計額合計 668 2,388

少数株主持分 1,131 1,120

純資産合計 134,368 135,459

負債純資産合計 303,970 306,046

(株)日本製鋼所（5631）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

- 4 -



（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 54,171 41,361

売上原価 43,632 33,532

売上総利益 10,538 7,828

販売費及び一般管理費 6,896 6,592

営業利益 3,642 1,235

営業外収益   

受取利息 12 12

受取配当金 234 313

雑収入 295 533

営業外収益合計 541 859

営業外費用   

支払利息 166 106

持分法による投資損失 － 1

雑損失 85 95

営業外費用合計 252 203

経常利益 3,932 1,891

特別利益   

固定資産売却益 8 64

投資有価証券売却益 0 46

その他 55 －

特別利益合計 64 111

特別損失   

固定資産除却損 41 11

その他 19 0

特別損失合計 61 11

税金等調整前四半期純利益 3,935 1,991

法人税、住民税及び事業税 1,579 1,007

法人税等調整額 △373 △230

法人税等合計 1,205 776

少数株主損益調整前四半期純利益 2,730 1,214

少数株主利益又は少数株主損失（△） 74 △22

四半期純利益 2,655 1,237
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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 2,730 1,214

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,280 1,390

繰延ヘッジ損益 128 177

為替換算調整勘定 83 163

その他の包括利益合計 △3,067 1,732

四半期包括利益 △337 2,947

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △415 2,957

少数株主に係る四半期包括利益 78 △9
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 該当事項はありません。   

     

 該当事項はありません。    

  

 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 

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）           （単位：百万円）

（注）セグメント利益の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用及びセグメント間取引

にかかる棚卸資産の調整額等が含まれております。 

  

 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）           （単位：百万円） 

（注）セグメント利益の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用及びセグメント間取引

にかかる棚卸資産の調整額等が含まれております。 

  

（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）

（セグメント情報等）

  報告セグメント   

調整額 

（注） 

四半期連結

損益計算書

計上額   
素形材・ 

エネルギー事業

  

産業機械事業

不動産 

その他事業

  

計  

売上高             

（１）外部顧客への売上高  21,665   31,930   575   54,171  －   54,171

（２）セグメント間の内部売上高 

      又は振替高  
  1,087   412   694   2,194   (2,194)  －

計    22,752   32,343   1,270   56,365    (2,194)   54,171

セグメント利益（営業利益）又は 

セグメント損失（△）（営業損失） 
  △1,237   4,927   188   3,878    (235)   3,642

△235

  報告セグメント   

調整額 

（注） 

四半期連結

損益計算書

計上額   
素形材・ 

エネルギー事業

  

産業機械事業

不動産 

その他事業

  

計  

売上高             

（１）外部顧客への売上高  15,302   25,382   676   41,361  －   41,361

（２）セグメント間の内部売上高 

      又は振替高  
  576   245   759   1,581   (1,581)  －

計    15,878   25,628   1,435   42,942    (1,581)   41,361

セグメント利益（営業利益）又は 

セグメント損失（△）（営業損失） 
  △1,855   3,259   203   1,608    (372)   1,235

△372
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  受注高、売上高及び受注残高の状況   

  （１）受注高 

（単位：百万円）

  

  （２）売上高 

（単位：百万円）

  

  （３）受注残高 

（単位：百万円）

  

４．補足情報

セグメント区分  
前第１四半期連結累計期間 

（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 

（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

素形材・エネルギー事業   9,946  16,810

産 業 機 械 事 業   36,848  29,027

不 動 産 そ の 他 事 業   209  310

合              計   47,004  46,147

セグメント区分  
前第１四半期連結累計期間 

（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 

（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

素形材・エネルギー事業   21,665   15,302

産 業 機 械 事 業  31,930   25,382

不 動 産 そ の 他 事 業  575   676

合              計  54,171   41,361

セグメント区分  
前第１四半期連結累計期間 

（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 

（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

素形材・エネルギー事業   128,047  114,389

産 業 機 械 事 業   102,291  91,897

不 動 産 そ の 他 事 業   366  366

合              計   230,705  206,652
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