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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 112,341 △12.2 △13,088 ― △12,639 ― △13,331 ―
24年3月期第3四半期 127,916 11.6 △6,214 ― △6,183 ― △8,531 ―

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3四半期 △89.49 ―
24年3月期第3四半期 △57.27 ―

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3四半期 272,614 206,320 75.7 1,384.93
24年3月期 309,498 220,637 71.3 1,481.03
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  206,320百万円 24年3月期  220,637百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 2.00 5.00
25年3月期 ― 2.00 ―
25年3月期（予想） 2.00 4.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

通期 143,000 △14.3 △15,500 ― △15,500 ― △16,500 ― △110.76



(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） 25年3月期3Q 155,064,249 株 24年3月期 155,064,249 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 6,088,692 株 24年3月期 6,088,293 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 148,975,768 株 24年3月期3Q 148,976,405 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 
１．平成24年10月18日に公表しました通期業績予想は、本資料において見直しております。 
２．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、上記１に係る業績予想の見直しの内容は、[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。 
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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 10 月～12 月期においては、世界経済の回復が遅れるなか、国内景気も低調に推移して、鋼材需要・市況ともに

国内外で盛り上がりを欠いたものとなりました。 

そのような状況のもとで、当社は、損失の拡大を抑えるため、需要に見合った生産に徹することで製品販売価格

の維持に努めた結果、当期の営業損失・経常損失はほぼ想定どおりの進捗となりました。しかしながら、10 月に田

原工場にて発生した酸洗工場の火災事故に係る特別損失等を計上した結果、誠に遺憾ながら、四半期純損失が 13,331

百万円に拡大いたしました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期の資産合計は、前事業年度比で 36,884 百万円減少し、272,614 百万円となっております。負債合計

は、前事業年度比で 22,567 百万円減少し、66,293 百万円となっております。純資産合計は、利益剰余金が減少し

た結果、前事業年度比で 14,317 百万円減少し、206,320 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 

国内景気は、昨年末の政権交代により円高修正が急速に進んで景況感が改善しており、また、復興予算等の上積

みによる景気刺激策もあって、鋼材需要の回復が期待できます。海外においても、鋼材市況は底入れしており、価

格が上昇していくと期待されます。 
このようななか、当社といたしましては、製品販売価格の値戻しに注力してまいります。また、引き続き、全社

をあげて、歩留まり向上・原単位の改善や固定費の一層の低減等の徹底したコストの削減に取り組んでまいります。

しかしながら、製品価格の上昇に先行して原料鉄スクラップ価格が値上がりしているため、第４四半期における当

社の収益状況は、引き続き極めて厳しいと予想されます。 
以上のような次第により、10 月 18 日に発表いたしました通期の業績予想を見直しいたします。 
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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24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,148 6,011

受取手形及び売掛金 21,973 14,374

有価証券 37,000 27,000

商品及び製品 13,710 10,309

原材料及び貯蔵品 10,870 7,304

その他 557 513

貸倒引当金 △22 △14

流動資産合計 92,238 65,499

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,235 32,210

機械及び装置 119,495 111,529

土地 33,351 33,348

建設仮勘定 3,100 3,603

その他 18,197 17,284

有形固定資産合計 207,380 197,977

無形固定資産 1,053 902

投資その他の資産 8,826 8,234

固定資産合計 217,260 207,114

資産合計 309,498 272,614
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,457 16,810

1年内返済予定の長期借入金 9,000 －

未払金 3,037 2,548

未払費用 10,043 7,585

未払法人税等 77 42

賞与引当金 340 104

その他 819 315

流動負債合計 53,775 27,405

固定負債   

長期借入金 26,000 30,000

退職給付引当金 4,207 4,203

役員退職慰労引当金 213 －

その他 4,664 4,685

固定負債合計 35,085 38,888

負債合計 88,861 66,293

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 163,183 149,255

自己株式 △6,463 △6,463

株主資本合計 216,458 202,531

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,178 3,788

評価・換算差額等合計 4,178 3,788

純資産合計 220,637 206,320

負債純資産合計 309,498 272,614
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 （２）四半期損益計算書 
  （第３四半期累計期間） 

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間 
(平成23年４月１日から 
 平成23年12月31日まで) 

当第３四半期累計期間 
(平成24年４月１日から 
 平成24年12月31日まで) 

売上高 127,916 112,341

売上原価 123,823 114,834

売上総利益又は売上総損失（△） 4,093 △2,493

販売費及び一般管理費 10,308 10,595

営業損失（△） △6,214 △13,088

営業外収益   

受取利息 54 37

受取配当金 296 294

為替差益 － 143

その他 246 427

営業外収益合計 597 903

営業外費用   

支払利息 115 135

売上割引 246 193

為替差損 71 －

その他 131 126

営業外費用合計 565 455

経常損失（△） △6,183 △12,639

特別利益   

固定資産売却益 － 430

特別利益合計 － 430

特別損失   

固定資産除却損 316 784

災害による損失 11 321

生産停止に伴う損失 2,293 －

特別損失合計 2,621 1,106

税引前四半期純損失（△） △8,805 △13,315

法人税、住民税及び事業税 18 15

法人税等還付税額 △271 －

法人税等調整額 △20 －

法人税等合計 △273 15

四半期純損失（△） △8,531 △13,331
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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３四半期累計期間 

平成23年４月１日から 

平成23年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年12月31日まで 

 千トン 千トン

鋼 片 2,048 1,998 

鋼 材 1,895 1,860 

 

（比較販売高） 

期 別 
 
 
 
 

 
品 種 

前第３四半期累計期間 

平成23年４月１日から 

平成23年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年12月31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 1,813   70.4   127,615   1,881   59.4   111,723 

(うち輸出) (64)  (63.6)  (4,075)  (266)  (52.7)  (14,066) 

その他 6   43.1   300   13    47.1   617 

(うち輸出) (―)  (―)  (―)  (―)  (―)  (―) 

合計 1,820   70.3   127,916   1,894   59.3   112,341 

(うち輸出) (64)  (63.6)  (4,075)  (266)  (52.7)  (14,066) 

 

（設備投資額等） 

 
期別 

 
項目 

 

前第３四半期累計期間 

平成23年４月１日から 

平成23年12月31日まで 

当第３四半期累計期間 

平成24年４月１日から 

平成24年12月31日まで 

減 価 償 却 費 123 億円 123 億円 

有形固定資産の 

設 備 投 資 額 
46 億円 36 億円 
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