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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 57,561 9.1 1,153 ― 581 ― 499 ―

25年3月期第2四半期 52,769 △23.7 △3,296 ― △4,019 ― △4,838 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,068百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △5,622百万円 （―％）

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2四半期 3.23 ―

25年3月期第2四半期 △31.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 137,463 31,529 22.9
25年3月期 140,808 30,461 21.6

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  31,495百万円 25年3月期  30,430百万円

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  

（参考）配当予想の修正に関しては、本日（平成25年10月30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。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00

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、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  
（参考）連結業績予想の修正に関しては、本日（平成25年10月30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

通期 119,000 9.4 2,500 ― 1,000 ― 1,000 ― 6.46



(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 

（注）詳細は添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（会計上の見積りの変更）」をご参照下さい。 

(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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  有

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2Q 154,973,338 株 25年3月期 154,973,338 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 280,701 株 25年3月期 278,675 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 154,693,671 株 25年3月期2Q 154,695,708 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種景気刺激策や円安局面の継続などにより、緩やかながら

景気回復の兆しも見えてきました。しかしながら、ステンレス特殊鋼業界におきましては需給環境の回復には未だ

至らず、ＬＭＥニッケル相場は４月の＄７／lb台から９月には＄６／lb台前半へと下落し、先安感からの買い控え

や、長引く欧州経済の低迷、中国経済の成長鈍化など、期を通じて需要は盛り上がりを欠く結果となりました。 

 このような経営環境の中、当社グループとしましては、戦略分野である高機能材につきまして、本年６月に拡販

戦略の立案・推進等を担う組織として高機能材営業推進部を設立し、国内外への更なる拡販を図り、販売数量は前

年同四半期比3.8%増となりました。また、一般材の販売数量につきましても前年同四半期比14.3%増となりまし

た。更に、昨年10月に公表しました「総コスト削減計画」に基づく諸施策を着実に実行することにより、収益の改

善を図ってまいりました。 

 この結果、平成26年３月期第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高 57,561百万円（前年同四半期比 

4,792百万円増）、営業利益 1,153百万円（前年同四半期比 4,450百万円増）、経常利益 581百万円（前年同四半

期比 4,600百万円増）、四半期純利益 499百万円（前年同四半期比5,337百万円増）となりました。  

   

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は 137,463百万円となり、前連結会計年度末比 3,346百万円の減少と

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（ 3,887百万円）と受取手形及び売掛金

の減少（ 1,799百万円）などによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は 105,933百万円となり、前連結会計年度末比 4,414百万円の減少とな

りました。これは主として支払手形及び買掛金の減少（ 3,259百万円）によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産の額は 31,529百万円となり、前連結会計年度末比 1,068百万円増加して 

おります。これにより自己資本比率は 22.9％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 

 わが国経済の景気は回復基調にあり、需要回復が遅れているステンレス特殊鋼業界におきましても今後この波が

及ぶと思われますが、短期的にはＬＭＥニッケル相場も低迷していることから、平成25年５月９日に公表いたしま

した業績予想を下記の通り連結売上高のみ修正いたします。 

（本業績予想において、為替レート100円／米ドルを前提としております。） 

   

   

（会計上の見積りの変更）   

 本年度第１四半期連結累計期間より、一部の連結子会社において退職給付債務の計算方法を原則法から簡便法に

変更しております。この変更は、これらの連結子会社の従業員数の著しい減少によって高い水準の信頼性を持った

数理計算上の見積りを行うことが困難となったため行ったものです。この結果、従来と同一の方法によった場合と

比較して、当第２四半期連結累計期間において営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は 300百万円増加

しております。 

   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  平成26年３月期 

連結売上高（百万円）   119,000

連結営業利益（百万円）       2,500

連結経常利益（百万円）   1,000

連結当期純利益（百万円）   1,000

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



２．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,121 6,234

受取手形及び売掛金 21,715 19,915

商品及び製品 5,909 6,836

仕掛品 13,458 15,614

原材料及び貯蔵品 8,193 7,297

その他 1,149 722

貸倒引当金 △585 △589

流動資産合計 59,960 56,028

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,315 12,926

機械装置及び運搬具（純額） 20,640 20,758

土地 39,346 39,333

その他（純額） 1,699 1,956

有形固定資産合計 74,999 74,972

無形固定資産 936 890

投資その他の資産   

投資有価証券 4,185 4,860

その他 786 743

貸倒引当金 △57 △31

投資その他の資産合計 4,913 5,572

固定資産合計 80,849 81,434

資産合計 140,808 137,463



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,891 16,632

短期借入金 34,581 33,896

1年内返済予定の長期借入金 11,061 10,184

賞与引当金 645 613

その他 5,290 5,188

流動負債合計 71,468 66,513

固定負債   

長期借入金 18,053 19,289

退職給付引当金 9,218 8,854

環境対策引当金 29 16

その他 11,580 11,263

固定負債合計 38,879 39,421

負債合計 110,347 105,933

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 △5,788 △5,289

自己株式 △132 △132

株主資本合計 27,923 28,422

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 646 1,220

繰延ヘッジ損益 △5 0

土地再評価差額金 1,823 1,823

為替換算調整勘定 42 30

その他の包括利益累計額合計 2,507 3,073

少数株主持分 31 34

純資産合計 30,461 31,529

負債純資産合計 140,808 137,463



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 52,769 57,561

売上原価 50,982 51,567

売上総利益 1,787 5,994

販売費及び一般管理費 5,083 4,841

営業利益又は営業損失（△） △3,296 1,153

営業外収益   

受取配当金 73 56

固定資産賃貸料 64 68

その他 81 27

営業外収益合計 218 151

営業外費用   

支払利息 578 555

その他 363 169

営業外費用合計 941 723

経常利益又は経常損失（△） △4,019 581

特別利益   

固定資産売却益 1 1

投資有価証券売却益 － 2

その他 6 －

特別利益合計 7 3

特別損失   

投資有価証券評価損 115 －

減損損失 10 10

災害による損失 3 2

事業構造改善費用 601 －

その他 20 －

特別損失合計 750 12

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（△）

△4,762 571

法人税等 79 70

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（△）

△4,840 502

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,838 499



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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（△）

△4,840 502

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △746 574

繰延ヘッジ損益 3 5

為替換算調整勘定 △38 △12

その他の包括利益合計 △781 567

四半期包括利益 △5,622 1,068

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,619 1,066

少数株主に係る四半期包括利益 △3 3



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△4,762 571

減価償却費 2,246 1,943

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 △364

受取利息及び受取配当金 △74 △57

支払利息 578 555

売上債権の増減額（△は増加） 5,960 1,799

たな卸資産の増減額（△は増加） 41 △2,187

仕入債務の増減額（△は減少） △2,494 △3,258

その他 △233 87

小計 1,282 △910

利息及び配当金の受取額 74 57

利息の支払額 △547 △617

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △55 △44

営業活動によるキャッシュ・フロー 754 △1,514

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,845 △1,433

その他 22 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,823 △1,427

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 445 △674

長期借入れによる収入 3,580 6,090

長期借入金の返済による支出 △6,126 △5,730

その他 300 △618

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,800 △933

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,917 △3,882

現金及び現金同等物の期首残高 15,081 10,076

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

50 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,214 6,194



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（４）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）
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