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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

（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 ％

2021年３月期第３四半期 101,388 △27.6 4,111 △71.3 4,777 △67.8 4,216 △68.5

2020年３月期第３四半期 140,051 △9.3 14,348 28.7 14,859 24.9 13,373 26.5
　

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

2021年３月期第３四半期 34.15 －

2020年３月期第３四半期 99.24 －
　　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 174,926 127,797 73.1

2020年３月期 178,313 129,892 72.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 127,797百万円 2020年３月期 129,892百万円
　　

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

2020年３月期 － 7.00 － 8.00 15.00

2021年３月期 － 8.00 －
2021年３月期(予想) 8.00 16.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 140,000 △22.2 3,000 △82.7 3,700 △79.3 3,000 △78.3 25.06
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

　　



※ 注記事項

（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

　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
　

　

（３）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) 2021年３月期３Ｑ 155,064,249株 2020年３月期 155,064,249株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 35,369,593株 2020年３月期 27,057,207株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 123,475,311株 2020年３月期３Ｑ 134,765,510株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、上記予想に関する事項は、添付資料２ページをご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当10-12月期におきましては、鋼材需要が一転して世界的に回復へ向かったことから、海外では、鉄鋼製品・原料

価格について、想定外の急激な上昇がみられました。

　国内におきましても、製品の在庫調整が進展するなか、当社は、秋以降連続して値上げを実施し、販売単価の回復

に注力いたしました。一方、主原料である鉄スクラップは、海外市況が急騰し、当社も、製品出荷単価の上昇に先行

して、鉄スクラップ購入価格の引き上げを余儀なくされたことから、利益幅が縮小いたしました。このような状況の

もと、コスト面で、経費の一層の削減や、エネルギーコストの反落があったこと等により、当第３四半期累計期間の

営業利益は4,111百万円、経常利益は4,777百万円、四半期純利益は4,216百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期の資産合計は、前事業年度比で3,387百万円減少し、174,926百万円となっております。負債合計は、

前事業年度比で1,292百万円減少し、47,128百万円となっております。

　純資産合計は、前事業年度比で2,095百万円減少し、127,797百万円となっております。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しといたしましては、粗鋼生産の回復を背景に、当社の鉄スクラップ購入価格は高値水準が続き、前回

公表時点の予想を大きく上回って推移すると懸念されます。一方、これまで実施した販売単価の値上げは、今後、段

階的に売上に反映されていくことから、当１-３月期に関しては、平均出荷単価の上昇は限定的なものにとどまると見

込まれます。

以上のような次第から、通期業績予想について見直しをいたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,746 10,834

電子記録債権 1,261 344

売掛金 14,012 11,649

有価証券 54,000 54,000

商品及び製品 13,337 12,919

原材料及び貯蔵品 9,502 8,863

その他 219 244

貸倒引当金 △15 △12

流動資産合計 105,064 98,843

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 7,095 6,867

機械及び装置（純額） 16,651 14,972

土地 30,909 32,800

建設仮勘定 3,370 3,914

その他（純額） 5,143 4,920

有形固定資産合計 63,170 63,474

無形固定資産 250 198

投資その他の資産

繰延税金資産 459 123

その他 9,369 12,285

投資その他の資産合計 9,828 12,409

固定資産合計 73,249 76,082

資産合計 178,313 174,926
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 18,287 20,134

電子記録債務 1,557 1,639

1年内返済予定の長期借入金 250 500

未払金 2,771 1,830

未払費用 8,397 7,916

未払法人税等 839 71

未払消費税等 1,276 22

賞与引当金 754 245

その他 2,188 2,558

流動負債合計 36,323 34,919

固定負債

長期借入金 750 500

退職給付引当金 6,214 6,375

その他 5,133 5,333

固定負債合計 12,097 12,209

負債合計 48,420 47,128

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 91,142 93,352

自己株式 △23,779 △29,371

株主資本合計 127,103 123,719

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,789 4,077

評価・換算差額等合計 2,789 4,077

純資産合計 129,892 127,797

負債純資産合計 178,313 174,926
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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
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 140,051 101,388

売上原価 111,004 85,331

売上総利益 29,047 16,056

販売費及び一般管理費 14,698 11,945

営業利益 14,348 4,111

営業外収益

受取利息 16 11

受取配当金 336 278

為替差益 51 159

受取賃貸料 159 161

雇用調整助成金 － 113

その他 125 114

営業外収益合計 689 839

営業外費用

支払利息 9 18

売上割引 116 75

災害による損失 － 36

その他 51 42

営業外費用合計 178 172

経常利益 14,859 4,777

特別利益

固定資産売却益 124 17

特別利益合計 124 17

特別損失

固定資産除却損 640 560

特別損失合計 640 560

税引前四半期純利益 14,343 4,234

法人税、住民税及び事業税 832 16

法人税等調整額 136 1

法人税等合計 969 17

四半期純利益 13,373 4,216
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（３）四半期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）

　 該当事項はありません。

（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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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３．補足情報

(比較生産高)

品目

期別 前第３四半期累計期間
2019年４月１日から
2019年12月31日まで

当第３四半期累計期間
2020年４月１日から
2020年12月31日まで

千トン 千トン

鋼片 1,952 1,636

鋼材 1,870 1,546

　

(比較販売高)

期別 前第３四半期累計期間
2019年４月１日から
2019年12月31日まで

当第３四半期累計期間
2020年４月１日から
2020年12月31日まで

品種 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 1,837 75.0 137,841 1,564 64.0 100,064

(うち輸出) (243) (58.5) (14,230) (365) (50.7) (18,508)

その他 69 31.9 2,210 52 25.0 1,323

(うち輸出) (18) (52.2) (975) (5) (39.9) (228)

合計 1,906 73.4 140,051 1,617 62.7 101,388

(うち輸出) (261) (58.1) (15,205) (370) (50.5) (18,736)

(設備投資額等)

項目

期別 前第３四半期累計期間
2019年４月１日から
2019年12月31日まで

当第３四半期累計期間
2020年４月１日から
2020年12月31日まで

減価償却費 39 億円 42 億円

有形固定資産の
設備投資額

48 億円 49 億円

　


