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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日）

（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 ％

24年３月期第１四半期 12,742 29.0 421 ― 398 ― 220 ―

23年３月期第１四半期 9,876 △26.4 △73 ― △104 ― △115 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 237百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △170百万円(―％)

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

24年３月期第１四半期 4. 94 ―

23年３月期第１四半期 △2. 59 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 47,494 28,379 59.7

23年３月期 45,961 28,280 61.4

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 28,331百万円 23年３月期 28,232百万円

２．配当の状況

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

23年３月期 ― 2. 00 ― 3. 00 5. 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 2. 00 ― 3. 00 5. 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 26,000 25.0 750 80.9 650 133.2 300 21.8 6. 71

通期 52,000 18.6 1,800 37.2 1,500 39.4 1,000 129.3 22. 37



  

（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 

 

 

 
  

  

  

・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いません。 

  

・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

前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P２「連結業績予想に関する定

性的情報」をご覧ください。 

４．その他

  新規  ―社 (社名)、除外  ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 46,826,528株 23年３月期 46,826,528株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 2,121,720株 23年３月期 2,122,520株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 44,704,208株 23年３月期１Ｑ 44,709,606株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

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

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

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

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

2. サマリー情報(その他)に関する事項 ………………………………………………… 2 

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 2 

3. 四半期連結財務諸表等 ………………………………………………………………… 3 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 3 

(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 ………………………… 5 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 7 

(4) セグメント情報等 …………………………………………………………………… 7 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………  7 

  

○添付資料の目次

東京鐵鋼（株）（5445）　平成24年３月期 第１四半期決算短信

- 1 -



当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、３月に発生した東日本大震災の影響により企業の生産
活動や輸出が減少するとともに、個人消費が低迷するなど、厳しい状況で推移しました。また、一部
に持ち直しの動きが出始めたものの、円高の進行、電力供給への不安から、先行きの不透明感が強ま
る展開となりました。 
当社の属する電炉小棒業界におきましても、建設需要は低迷する一方で、主原料の鉄スクラップ価

格は高止まりするなど厳しい経営環境が続きました。 
このような中で、当社は主力のネジテツコンならびに関連商品の拡販に注力するとともに鉄スクラ

ップ価格に見合った製品価格の実現に取り組んでまいりました。 
この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は製品販売数量の増加により、売上高は127億４千２百

万円（前年同期実績98億７千６百万円）と前年同期を上回りました。 
利益につきましても販売数量の増加に加え、販売価格の改善により、鉄スクラップ価格との値差が

拡大し、営業利益４億２千１百万円（前年同期実績７千３百万円の営業損失）、経常利益３億９千８
百万円（前年同期実績１億４百万円の経常損失）、四半期純利益２億２千万円（前年同期実績１億１
千５百万円の四半期純損失）といずれも前年同期を上回りました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主として売掛金及びたな卸資産の増加により、前期末に
比べ、15億３千２百万円増加し、474億９千４百万円となりました。 
負債合計は、主として買掛金、短期借入金の増加により、前期末に比べ14億３千２百万円増加し、

191億１千４百万円となりました。 
純資産合計は主として利益剰余金の増加により、前期末に比べ９千９百万円増加し、283億７千９百

万円となりました。 
  

本日公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 

  
  

  税金費用の計算 
連結子会社においては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま
す。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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３．四半期連結財務諸表等

（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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,162 2,752

受取手形及び売掛金 4,075 5,485

商品及び製品 5,002 6,125

原材料及び貯蔵品 1,747 1,545

繰延税金資産 645 607

その他 1,067 1,070

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 15,698 17,583

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,297 5,264

機械装置及び運搬具（純額） 11,244 10,883

土地 10,849 10,849

リース資産（純額） 50 107

建設仮勘定 179 128

その他（純額） 553 562

有形固定資産合計 28,174 27,796

無形固定資産 147 142

投資その他の資産

投資有価証券 961 990

繰延税金資産 821 820

その他 180 182

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 1,940 1,971

固定資産合計 30,262 29,910

資産合計 45,961 47,494
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,817 4,179

短期借入金 1,500 2,500

1年内償還予定の社債 560 560

1年内返済予定の長期借入金 2,030 2,030

リース債務 25 37

未払法人税等 95 72

賞与引当金 296 434

役員賞与引当金 20 －

災害損失引当金 51 37

その他 1,364 1,563

流動負債合計 9,760 11,415

固定負債

社債 1,980 1,900

長期借入金 2,131 1,932

リース債務 64 107

再評価に係る繰延税金負債 704 704

退職給付引当金 2,188 2,205

環境対策引当金 368 368

資産除去債務 29 29

負ののれん 19 16

その他 434 434

固定負債合計 7,921 7,698

負債合計 17,681 19,114

純資産の部

株主資本

資本金 5,839 5,839

資本剰余金 1,739 1,739

利益剰余金 20,234 20,317

自己株式 △738 △737

株主資本合計 27,076 27,159

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 153 170

土地再評価差額金 1,002 1,002

その他の包括利益累計額合計 1,156 1,172

少数株主持分 47 47

純資産合計 28,280 28,379

負債純資産合計 45,961 47,494
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（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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

売上高 9,876 12,742

売上原価 8,539 10,878

売上総利益 1,337 1,864

販売費及び一般管理費

運搬費 503 582

給料 253 215

退職給付費用 11 15

減価償却費 21 24

賃借料 87 79

その他 534 525

販売費及び一般管理費合計 1,411 1,443

営業利益又は営業損失（△） △73 421

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 14 13

負ののれん償却額 2 2

仕入割引 16 23

雑収入 33 15

営業外収益合計 67 56

営業外費用

支払利息 55 31

売上割引 31 42

その他 11 4

営業外費用合計 98 78

経常利益又は経常損失（△） △104 398

特別利益

固定資産売却益 4 5

特別利益合計 4 5

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 52 13

災害による損失 － 16

その他 3 0

特別損失合計 55 30

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（△）

△155 374

法人税、住民税及び事業税 56 127

法人税等調整額 △99 25

法人税等合計 △42 153

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（△）

△113 220

少数株主利益 2 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △115 220
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

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（△）

△113 220

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △57 16

その他の包括利益合計 △57 16

四半期包括利益 △170 237

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △173 237

少数株主に係る四半期包括利益 2 0
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該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．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 

 
（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、貨物運送、設備等のメンテナン

ス事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額13百万円は、セグメント間取引消去によるものです。 

３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第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) 

１．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 

 
（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、貨物運送、設備等のメンテナン

ス事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額17百万円は、セグメント間取引消去によるものです。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  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）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額 
（注２）

四半期連結損益
計算書計上額 
（注３）鉄鋼事業

売上高

  外部顧客への売上高 9,663 213 9,876 ― 9,876

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

168 851 1,019 △1,019 ―

計 9,831 1,064 10,896 △1,019 9,876

セグメント利益又は損失（△） △169 82 △86 13 △73

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額 
（注２）

四半期連結損益
計算書計上額 
（注３）鉄鋼事業

売上高

  外部顧客への売上高 12,587 154 12,742 ― 12,742

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

108 840 948 △948 ―

計 12,695 995 13,691 △948 12,742

セグメント利益 350 52 403 17 421

（５）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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