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

25年3月期第1四半期 27,721 △21.1 △1,173 ― △1,485 ― △1,547 ―

24年3月期第1四半期 35,142 4.5 2,084 ― 1,774 ― 1,703 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △2,060百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 1,602百万円 （―％）

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1四半期 △10.00 ―

24年3月期第1四半期 13.76 ―

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

25年3月期第1四半期 144,574 35,660 24.6 230.34
24年3月期 149,869 37,829 25.2 244.36

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  35,632百万円 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  

    期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。 
（参考）配当予想の修正については、本日（平成24年７月26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 ―

25年3月期（予想） 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、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  ：  有  
（参考）連結業績予想の修正については、本日（平成24年７月26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

第2四半期(累計) 55,000 △20.5 △2,000 ― △3,000 ― △3,200 ― △20.69

通期 117,000 △13.2 0 ― △1,500 ― △1,800 ― △11.64



(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1Q 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1Q 277,643 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1Q 154,695,818 株 24年3月期1Q 123,698,591 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四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金融危機が世界経済に

深刻な影響を及ぼす中、中国の景気減速が重なり、需給ギャップが拡大する状況となりました。また、国内におい

ては自動車分野など一部に需要の高まりはあるものの、震災復興活動本格化の遅れなどにより全体的に低調のまま

推移致しました。 

 他方ＬＭＥニッケル相場は、当第１四半期連結累計期間中で＄8／lbを割り込むなど総じて弱含みの動きとな

り、原料価格の先安感によるステンレス特殊鋼製品の買い控えを招く展開となりました。また、為替相場も期を通

じて円高水準が続き、厳しい輸出環境となりました。 

 このような経営環境の中、当社グループとしては戦略分野である高機能材の拡販を図るため、アメリカ、中国に

続き３番目の拠点として欧州（ロンドン）に現地法人を設立するなど、海外需要の獲得に力を入れてまいりました

が、残念ながら世界的な景気減速や円高の影響から、一般材とともに売上数量は前年同四半期と比べて減少（高機

能材部門 6.1%減、一般材部門 10.4%減）を余儀なくされました。  

 この結果、平成25年3月期第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は 27,721百万円と前年同四半期比

21.1％の減収となり、営業利益は △1,173百万円（前年同四半期比 3,257百万円減）、経常利益は △1,485百万円

（前年同四半期比 3,259百万円減）、四半期純利益は △1,547百万円（前年同四半期比 3,250百万円減）となりま

した。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は 144,574百万円となり、前連結会計年度末比 5,295百万円の減少と

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（ 2,620百万円）と、受取手形及び売掛

金等の減少（ 2,116百万円）などによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は 108,913百万円となり、前連結会計年度末比 3,127百万円の減少とな

りました。これは主として短期借入金の減少（ 2,374百万円）によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の額は 35,660百万円となり、前連結会計年度末比 2,168百万円減少して

おります。これにより自己資本比率は 24.6％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後のステンレス特殊鋼業界を取り巻く環境は、欧州の金融問題や中国の景気減速、歴史的な円高水準などに急

激な好転を見込むことが難しい中、内外市場ともに需要の回復には多くを期待できないものと予想されます。 

 一方製造コスト面では、インドネシアのニッケル鉱石調達に関する問題や、電力料の値上げなど大幅なコストア

ップ懸念要因が横たわっており、当連結会計年度内においてこれらの収益悪化影響全てを拡販活動やコスト改善な

ど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。 

 これにより誠に遺憾ながら、平成24年５月９日に公表した平成25年３月期連結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。）  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
平成25年度３月期 

第２四半期（累計）  

平成25年度３月期 

通期  

連結売上高（百万円）    55,000   117,000

連結営業利益（百万円）    △2,000   0

連結経常利益（百万円）    △3,000   △1,500

連結当期純利益（百万円）   △3,200   △1,800



２．連結財務諸表等 
（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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,130 12,510

受取手形及び売掛金 23,829 21,713

商品及び製品 6,307 7,567

仕掛品 14,188 14,816

原材料及び貯蔵品 8,586 7,312

その他 1,059 890

貸倒引当金 △638 △636

流動資産合計 68,461 64,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,492 13,472

機械装置及び運搬具（純額） 19,727 20,115

土地 39,027 39,288

その他（純額） 2,312 1,753

有形固定資産合計 74,558 74,628

無形固定資産 1,241 1,170

投資その他の資産   

投資有価証券 4,811 3,828

その他 850 834

貸倒引当金 △52 △57

投資その他の資産合計 5,609 4,604

固定資産合計 81,408 80,402

資産合計 149,869 144,574



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,702 19,293

短期借入金 30,430 28,056

1年内返済予定の長期借入金 12,187 11,566

賞与引当金 796 347

その他 5,880 5,645

流動負債合計 69,995 64,908

固定負債   

長期借入金 21,104 22,759

退職給付引当金 9,295 9,382

環境対策引当金 65 65

その他 11,582 11,799

固定負債合計 42,046 44,005

負債合計 112,040 108,913

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 30

自己株式 △132 △132

株主資本合計 35,399 33,741

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 620 151

繰延ヘッジ損益 △2 0

土地再評価差額金 1,832 1,832

為替換算調整勘定 △47 △92

その他の包括利益累計額合計 2,402 1,891

少数株主持分 28 28

純資産合計 37,829 35,660

負債純資産合計 149,869 144,574



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 35,142 27,721

売上原価 30,424 26,218

売上総利益 4,718 1,503

販売費及び一般管理費 2,634 2,676

営業利益又は営業損失（△） 2,084 △1,173

営業外収益   

受取配当金 65 55

その他 36 78

営業外収益合計 101 133

営業外費用   

支払利息 282 285

為替差損 21 71

その他 108 89

営業外費用合計 411 445

経常利益又は経常損失（△） 1,774 △1,485

特別利益   

固定資産売却益 0 0

その他 0 0

特別利益合計 1 1

特別損失   

投資有価証券評価損 － 3

減損損失 5 10

災害による損失 16 －

その他 10 11

特別損失合計 31 24

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（△）

1,744 △1,508

法人税等 41 42

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（△）

1,703 △1,549

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,703 △1,547



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

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（△）

1,703 △1,549

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △86 △469

繰延ヘッジ損益 △0 3

為替換算調整勘定 △15 △45

その他の包括利益合計 △101 △511

四半期包括利益 1,602 △2,060

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,601 △2,058

少数株主に係る四半期包括利益 1 △2



該当事項はありません。   

    

該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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