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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31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 ％

24年12月期第1四半期 771 △34.8 4 △96.9 6 △94.8 1 ―
23年12月期第1四半期 1,182 ― 116 ― 119 ― △287 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 8百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △284百万円 （―％）

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12月期第1四半期 0.25 ―
23年12月期第1四半期 △90.88 ―

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

24年12月期第1四半期 3,634 778 21.4 246.44
23年12月期 3,668 780 21.3 246.91
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  778百万円 23年12月期  780百万円

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

23年12月期 ― ― ― 3.00 3.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） ― ― 3.00 3.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 1,550 △37.8 30 △87.4 35 △86.4 35 ― 11.09
通期 3,200 △23.5 70 △67.0 80 △65.9 75 △74.2 23.76



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

4.  その他

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） 24年12月期1Q 3,510,000 株 23年12月期 3,510,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 352,905 株 23年12月期 352,905 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 3,157,095 株 23年12月期1Q 3,157,377 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカ経済の回復、震災復興需要等により、緩

やかな回復基調にありましたが、原油価格の高騰、ここにきてアメリカ経済の回復の足取りも重く、ま

たヨーロッパ財政危機の不安も払拭されないなど先行きは極めて不透明な状況にあります。 

このような状況にあって当社グループの経営状況は、ベース品である鉄鋼用工具は自動車関連や天然

ガス掘削用シームレスパイプの好調に支えられ堅調に推移しましたが、主力製品である半導体露光装置

用及び液晶露光装置用低膨張鋳鋼は受注見込みでは回復の兆しが見え始めたものの、当第１四半期連結

累計期間の売上高は昨年後半からの停滞が継続し前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

従いまして当第１四半期連結累計期間の売上高は771百万円と前年同期比34.8％の減収となりまし

た。営業利益は大幅な売上高の減少により前年同期に比べ113百万円の減益となりましたが徹底したコ

ストダウン、一部品種の価格是正に努めた結果４百万円の黒字を確保することができました。経常利益

は営業外利益の助成金収入等により６百万円（前年同期比113百万円の減益）となりました。四半期純

利益は本社工場再整備にかかわる特別損失５百万円を計上したため１百万円（前年同期は四半期純損失

287百万円）となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末より34百万円減少し3,634百万円となりました。これは主に受取手形及

び売掛金の減少額86百万円並びに製品の増加額34百万円等によるものです。 

負債は、前連結会計年度末より32百万円減少し2,856百万円となりました。これは主に短期借入金の

増加額195百万円、支払手形及び買掛金の減少額119百万円並びに長期借入金の減少額43百万円等による

ものです。 

純資産は、前連結会計年度末より１百万円減少し778百万円となりました。これは主に利益剰余金の

減少額９百万円及びその他有価証券評価差額金の増加額７百万円等によるものです。 

  

連結業績予想につきましては、平成24年２月17日発表「平成23年12月期 決算短信」の業績予想から

変更ありません。 

  

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
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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。  

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を

適用しております。 

  

表示方法の変更 

従来、不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価については、「営業外収益」の「受取賃貸料」及び「販売

費及び一般管理費」に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、「売上高」及び「売上

原価」に計上する方法に変更いたしました。 

当該変更は、当社の本社工場跡地の有効活用を図り、安定的収益を得る事を目的として、不動産賃貸

事業を主要事業の一つとして位置づけるため、当社定款の事業目的を変更したことに伴い、事業運営の

実態をより適切に表示するために行ったものであります。 

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表及び前第１四半期連結累計期

間の四半期連結財務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取賃

貸料」に表示していた4,754千円は「売上高」に、「販売費及び一般管理費」に表示していた583千円は

「売上原価」に組み替えております。 

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示してい

た71千円は有形固定資産の「土地」に組み替えております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 591,536 614,812

受取手形及び売掛金 723,966 637,535

製品 272,667 306,922

仕掛品 447,348 409,127

原材料 133,435 134,223

未収入金 116,578 121,274

その他 36,600 49,710

貸倒引当金 △88 △82

流動資産合計 2,322,041 2,273,522

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 386,923 381,792

土地 532,545 532,545

その他（純額） 335,497 346,819

有形固定資産合計 1,254,965 1,261,156

無形固定資産   

のれん 10,988 8,790

その他 4,102 3,727

無形固定資産合計 15,090 12,518

投資その他の資産 75,433 86,506

固定資産合計 1,345,488 1,360,180

資産合計 3,667,529 3,633,703

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 714,087 595,122

短期借入金 1,323,472 1,518,888

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 2,170 761

賞与引当金 26,200 25,600

設備関係支払手形 16,628 6,597

その他 119,789 59,996

流動負債合計 2,402,346 2,406,964

固定負債   

長期借入金 193,912 151,207

退職給付引当金 113,021 115,977

その他 178,734 181,533

固定負債合計 485,666 448,717

負債合計 2,888,013 2,855,681
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 175,500 175,500

資本剰余金 133,432 133,432

利益剰余金 581,189 572,503

自己株式 △121,379 △121,379

株主資本合計 768,743 760,056

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,774 17,965

その他の包括利益累計額合計 10,774 17,965

純資産合計 779,516 778,022

負債純資産合計 3,667,529 3,633,703
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,181,742 770,891

売上原価 929,237 642,412

売上総利益 252,504 128,479

販売費及び一般管理費 136,342 124,914

営業利益 116,162 3,565

営業外収益   

受取利息及び配当金 93 87

助成金収入 27 4,259

原材料売却益 7,473 2,047

雑収入 6,850 6,506

営業外収益合計 14,444 12,900

営業外費用   

支払利息 9,929 7,768

雑支出 1,910 2,476

営業外費用合計 11,839 10,244

経常利益 118,767 6,221

特別利益   

固定資産売却益 34 －

特別利益合計 34 －

特別損失   

固定資産除却損 232 5,400

固定資産売却損 662 －

投資有価証券評価損 9,062 －

環境対策費 16,500 －

環境対策引当金繰入額 379,000 －

特別損失合計 405,457 5,400

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（△）

△286,656 821

法人税、住民税及び事業税 278 205

法人税等調整額 － △170

法人税等合計 278 35

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（△）

△286,934 785

四半期純利益又は四半期純損失（△） △286,934 785
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31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（△）

△286,934 785

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,418 7,192

その他の包括利益合計 3,418 7,192

四半期包括利益 △283,516 7,977

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △283,516 7,977

少数株主に係る四半期包括利益 － －

新報国製鉄㈱（5542）　平成24年12月期　第１四半期決算短信

7



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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