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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第91期

第２四半期
連結累計期間

第92期
第２四半期
連結累計期間

第91期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (百万円) 17,588 19,177 38,697

経常損失(△) (百万円) △1,629 △1,577 △515

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純損失(△)

(百万円) △2,143 △1,809 △3,561

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △3,165 △1,819 △3,953

純資産額 (百万円) 64,565 61,947 63,771

総資産額 (百万円) 71,016 70,529 71,760

１株当たり四半期(当期)純損失
金額(△)

(円) △109.86 △92.75 △182.55

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 90.67 87.59 88.62

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,291 △1,017 △3,360

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,199 △157 7,907

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △10 △8 △21

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 20,239 23,724 24,909

回次
第91期

第２四半期
連結会計期間

第92期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) △7.40 30.59

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．平成29年10月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。第91期の期首

に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純損失金額を算定しております。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済政策を背景に、企業収益及び雇用環境は改

善し、また、設備投資も持ち直しており、緩やかな回復基調が継続しました。

海外経済については、中国の景気減速基調は持ち直しの動きも見られ、米国は雇用・所得環境等が引き続き良

好であり、また、欧州においては労働市場が改善傾向にあり、全体的に堅調な推移となりました。その中で、米

国の政策運営・金融政策正常化の影響、英国の欧州連合離脱問題並びに北朝鮮を巡る地政学的リスクの高まり等、

先行きには不透明感を残しました。

このような状況のもと、当社グループの売上高並びに損益の大半を占めるニッケル事業の主需要先であるステ

ンレス鋼業界は、国内外の稼働率にばらつきがあり、生産活動に一部調整等も見られますが、受注状況は底堅く、

安定基調で推移しました。

このため、フェロニッケル需要は、一定の需給環境の中、堅調な推移となりました。

フェロニッケル製品の主原料であるニッケル鉱石の調達状況については、主要調達先のフィリピンにおける鉱

業の環境規制の厳格化により、一部の鉱山が依然として操業停止命令・勧告を受けた状態にありますが、当第２

四半期連結累計期間における当社の鉱石調達量には影響ありませんでした。

ニッケル鉱石の価格に関しては、インドネシア未加工鉱石禁輸政策が一部緩和されたものの、鉱石供給懸念等

の影響が未だ残っているため依然高水準であり、原価高を招く状況は継続しました。

ロンドン金属取引所(ＬＭＥ)におけるニッケル価格は、欧州外為市場の影響等を受け、メタル全般の価格高及

び原油価格の上昇によって、一部の商品相場と共に一時上昇しましたが、依然不安定な原油等商品市況、不透明

感のある国際金融市場、インドネシア未加工鉱石禁輸政策の緩和措置に伴う鉱石供給懸念の減速、また、高水準

のニッケル在庫に対する供給過剰感等も重しとなっており、軟調な動きが継続しました。

その中で、当社のフェロニッケル販売数量は、当社取引先の需要は堅調なものの、ＬＭＥニッケル価格の軟調

な動き及びニッケル鉱石価格高は当社業績へ大きな影響を与えることから、当第２四半期から一部生産・販売数

量の調整を実施しており、前年同四半期と比べ国内外向け共に減少し、全体では前年同四半期比2.0％の減少とな

りました。

フェロニッケル製品の販売価格は、価格形成の指標となる当社適用ＬＭＥニッケル価格は前年同四半期比6.1％

上昇し、また、当社適用平均為替レートは前年同四半期比3.7％円安となった結果、価格高となりました。

このような総じて不透明感のある経営環境のもと、当社は、慎重な生産販売体制としており、また、コスト削

減活動を中心に収益強化策等を推し進めておりますが、ＬＭＥニッケル価格低迷による売上高の伸び悩み及びニ

ッケル鉱石価格高等による原価高が業績低迷に大きく影響しました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の連結経営成績は、連結売上高19,177百万円、前年同四半期比では、一

時上昇したＬＭＥニッケル価格の影響もあり9.0％増収の一方、原価高の影響で営業損失は3,467百万円（前年同

四半期営業損失2,404百万円）となりました。また、主に持分法適用会社６社の持分法による投資利益1,661百万

円等を計上した経常損失は1,577百万円（前年同四半期経常損失1,629百万円）、親会社株主に帰属する四半期純

損失は1,809百万円（前年同四半期親会社株主に帰属する四半期純損失2,143百万円）となりました。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。

①ニッケル事業

ニッケル事業についての業績は、「(1) 業績の状況」に記載のとおりであります。

その結果、当部門の売上高は18,593百万円、前年同四半期比9.7％の増収、営業損失は3,436百万円（前年同四

半期営業損失2,492百万円）となりました。

②発電事業

発電事業につきましては、前年同四半期と比べ減益になりましたが、一定の稼働を維持しており利益計上とな

りました。

その結果、当部門の売上高は295百万円、前年同四半期比2.2％の増収、営業利益は36百万円、前年同四半期比

では35.6％の減益となりました。

③その他

その他の事業部門につきましては、不動産事業は販売不振、廃棄物リサイクル事業は受注等が低迷及びガス事

業は安定操業であったものの定期設備修繕費用増加等もあり、当部門は損失計上となりました。

その結果、当部門の売上高は361百万円、前年同四半期比14.7％の減収、営業損失は86百万円(前年同四半期営

業利益19百万円)となりました。
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(2) 財政状態の分析

①資産の部

資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,230百万円減少し、70,529百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、低調な業績の影響及び各種決済による支出等により現金及び預金

は減少し、その他の要因も含め前連結会計年度末に比べ1,217百万円の減少となりました。

固定資産は、一部保有株式の市場価格上昇に伴う投資有価証券の増加等はありますが、有形固定資産は減価償

却等により減少し、前連結会計年度末に比べ12百万円の減少となりました。

②負債の部

負債合計は、前連結会計年度末に比べ593百万円増加し、8,581百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ539

百万円の増加となりました。

固定負債は、投資有価証券評価差額に係る繰延税金負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ53百万円の

増加となりました。

③純資産の部

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,823百万円減少し、61,947百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末においては、株主資本は損失等計上により1,813百万円の減少及びその他の包括利

益累計額は為替換算調整勘定の減少等により５百万円の減少並びに非支配株主持分は４百万円の減少となりまし

た。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である利息及び配当

金の受取額1,841百万円及び仕入債務の増減額967百万円等に、主な減少要因である持分法による投資損益1,661百

万円及び税金等調整前四半期純損失1,649百万円等を加減算し1,017百万円の減少で、前年同四半期に比べ1,274百

万円の支出減となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主な減少要因である有形固定資産の取得による支出162百万円等を加減

算し157百万円の支出で、前年同四半期に比べ2,356百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、８百万円の支出で、前年同四半期に比べ２百万円の支出減となりまし

た。

現金及び現金同等物の増減額は、前年同四半期に比べ1,039百万円の減少となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は23,724百万円となり前年同四半期末残高に比べ3,485百万円の増

加となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

(a) 基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価

値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると

考えております。

もとより当社は、株式の大量買付であっても、これらの当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであ

れば、これを否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、

最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、株式の大量買付の中

には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の取締役

会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十

分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収

者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社としては、当社の企業価値の源泉は、①フェロニッケル専業メーカーとしての独自の製錬技術、及びそ

れを支える個々の従業員の技術・ノウハウ等、②生産設備や個々の従業員の能力等に基づく高い生産性、③フ

ェロニッケルの販売先及び原料調達先等との信頼関係等にあると考えております。当社株式の大量買付を行う

者がこれらの当社の企業価値の源泉を理解し、中長期的に確保し、向上させられる者でない場合には、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

そして、当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務

及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ

相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えてお

ります。

(b) 基本方針実現のための取り組みの内容の概要

①基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社は、平成28年度から同30年度までを計画期間とする中期経営計画「PAMCO-30」を平成28年５月10日付

で策定し、公表しております。

中期経営計画「PAMCO-30」は、(ⅰ)収益力、(ⅱ)生産・販売力、(ⅲ)技術力、(ⅳ)品質のすべてにおいて

世界トップクラスのフェロニッケルメーカーを目指すという長期ビジョン達成のための第一段階であり、現

在の経営環境を踏まえた「基盤固め」及び第二段階への「種まき」を主軸として邁進するものです。具体的

には、当社は、①フェロニッケルの生産・販売施策の強化、②ニッケル資源調達の安定化、③収益性の強化、

④技術力・現場力の強化、⑤環境対策及び労働安全衛生対策の強化、⑥コンプライアンス、ガバナンス体制

の強化を重点施策としております。

これらの諸施策を実行することで、いかなる事業環境でも利益を出せる強靭な企業体質を構築するととも

に、成長戦略による企業価値向上を実現することを目指してまいります。

また、利益配当金につきましては、当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置

付けており、企業体質の充実・強化を図りつつ、連結配当性向30%を目途に実施してまいります。内部留保金

につきましては、経営環境の変化に機能的に対応するための基金とするとともに、資源確保、新技術の開発、

設備投資、資本政策の一環としての自己株取得等に活用してまいります。

当社は、透明性の高い公正な経営を実現すべく、取締役の任期を１年とし、独立性のある社外取締役を複

数選任することにより経営に対するモニタリング機能の強化を図っております。また、意思決定の迅速化に

よる事業環境変化への対応力強化を図るため、執行役員制も導入しております。

監査役につきましては、社外監査役３名を含む４名により監査役会を構成し、取締役会等の重要な会議に

出席する等、取締役の職務執行の監査を行っております。さらに、内部統制委員会や取締役会直属の監査室

の設置等により内部統制の強化も図っております。
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②基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取り組み

当社が、平成28年５月13日付取締役会決議及び同年６月29日付第90回定時株主総会の決議に基づき更新し

た「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の概要は、

下記のとおりです。

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するために、当社株式に対

する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がか

かる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために

交渉を行うこと等を可能とし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とし

ております。本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提

供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。

買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合

に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。

買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収

者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引

換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に

対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなさ

れ、その行使または当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買

収者の有する当社の議決権割合は大幅に希釈化される可能性があります。

当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取締

役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役等から構成される特別委員会を設置し、

その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合

には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することがあります。

こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、その透明性を確保すること

としております。

本プランの有効期間は、原則として、平成28年６月29日開催の第90回定時株主総会の終結後３年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

(c) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記の中期経営計画「PAMCO-30」、コーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・株主

共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基

本方針に沿うものです。

また、本プランは、上記のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入された

ものであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、①株主総会において株主の承認の下に更新された

ものであること、②一定の場合には株主の皆様の意思を確認する仕組みが設けられていること、③その内容と

して対抗措置の発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、④独立性のある社外取締役等によっ

て構成される特別委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必

要とされていること、⑤特別委員会は専門家を利用することができるとされていること等により、その公正

性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではありません。

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発活動の総額は69百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

(注) 平成29年６月29日開催の第91回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で株式併合に伴う定款変更が行

われ、発行可能株式総数は、450,000,000株減少し、50,000,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 195,770,713 19,577,071
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数：100株
完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であります。

計 195,770,713 19,577,071 ― ―

(注)１ 平成29年６月29日開催の第91回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で当社普通株式10株を１株に

併合いたしました。これにより、発行済株式総数は176,193,642株減少し、19,577,071株となっております。

２ 平成29年６月29日開催の第91回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で単元株式数を1,000株から

100株に変更しております。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年７月１日～
平成29年９月30日

─ 195,770 ─ 13,922 ─ 3,481

(注) 平成29年10月１日をもって10株を１株に株式併合し、これに伴い発行済株式総数が176,193千株減少しておりま

す。
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(6) 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 29,071 14.85

新日鐵住金ステンレス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 20,493 10.47

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 15,955 8.15

日新製鋼株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目４番１号
新国際ビル

14,952 7.64

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 14,191 7.25

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
（常任代理人香港上海銀行東京支店
カストディ業務部）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
（東京都中央区日本橋三丁目11番１号）

6,853 3.50

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK
FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR
SUBPORTFOLIO)
（常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀
行）

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 決済事
業部）

5,901 3.01

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワー
Ｚ棟

5,192 2.65

大平洋金属取引先持株会 青森県八戸市河原木遠山新田５番２号 2,502 1.28

SOCIETE GENERALE PARIS/BT
REGISTRATION MARC/OPT
（常任代理人ソシエテ・ジェネラル
証券株式会社）

17 COURS VALMY 92987 PARIS-LA DEFENSE CEDEX
FRANCE
（東京都千代田区丸の内一丁目１番１号）

1,877 0.96

計 ― 116,990 59.76

(注)１ 平成29年５月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三菱UFJ信託銀行株

式会社及びその共同保有者である三菱UFJ国際投信株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が平成

29年５月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末

現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数(千株)

株券等保有
割合(％)

三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 2,703 1.38

三菱UFJ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 2,866 1.46

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株
式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 4,777 2.44

２ 平成29年６月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社及

びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.、NOMURA

HOLDING AMERICA Inc.、野村アセットマネジメント株式会社が平成29年５月31日現在で以下の株式を所有してい

る旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができま

せんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数(千株)

株券等保有
割合(％)

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 220 0.11

NOMURA INTERNATIONAL PLC
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United
Kingdom

1,047 0.54

NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,
Inc.

Worldwide Plaza 309 West 49th Street
New York, New York 10019-7316

― ―

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋一丁目12番１号 11,589 5.92
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

674,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

194,411,000
194,411 ―

単元未満株式
普通株式

685,713
― ―

発行済株式総数 195,770,713 ― ―

総株主の議決権 ― 194,411 ―

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式18,000株(議決権数18個)が含

まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式368株が含まれております。

３ 平成29年６月29日開催の第91回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で当社普通株式10株を１株に

併合いたしました。これにより、発行済株式総数は176,193,642株減少し、19,577,071株となっておりま

す。

４ 平成29年６月29日開催の第91回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で単元株式数を1,000株から

100株に変更しております。

② 【自己株式等】

平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
大平洋金属株式会社

東京都千代田区大手町一
丁目６番１号

674,000 ─ 674,000 0.34

計 ― 674,000 ─ 674,000 0.34

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,509 24,324

受取手形及び売掛金 5,596 5,402

有価証券 200 200

商品及び製品 4,953 4,334

仕掛品 232 239

原材料及び貯蔵品 4,259 4,748

繰延税金資産 3 1

その他 2,203 2,488

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 42,956 41,738

固定資産

有形固定資産 9,542 9,405

無形固定資産 0 1

投資その他の資産

投資有価証券 19,180 19,305

その他 85 84

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 19,260 19,384

固定資産合計 28,803 28,790

資産合計 71,760 70,529
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,191 2,158

未払費用 1,399 1,326

未払法人税等 108 62

賞与引当金 266 181

その他 398 172

流動負債合計 3,363 3,902

固定負債

退職給付に係る負債 799 778

再評価に係る繰延税金負債 751 751

繰延税金負債 949 1,092

訴訟損失引当金 15 15

契約損失引当金 1,942 1,874

その他 166 167

固定負債合計 4,625 4,679

負債合計 7,988 8,581

純資産の部

株主資本

資本金 13,922 13,922

資本剰余金 3,481 3,481

利益剰余金 44,429 42,619

自己株式 △427 △431

株主資本合計 61,404 59,591

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,863 2,297

土地再評価差額金 865 865

為替換算調整勘定 △242 △710

退職給付に係る調整累計額 △295 △266

その他の包括利益累計額合計 2,191 2,185

非支配株主持分 175 170

純資産合計 63,771 61,947

負債純資産合計 71,760 70,529
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 17,588 19,177

売上原価 18,627 21,253

売上総損失（△） △1,038 △2,076

販売費及び一般管理費

販売費 740 735

一般管理費 625 654

販売費及び一般管理費合計 ※1 1,365 ※1 1,390

営業損失（△） △2,404 △3,467

営業外収益

受取利息 5 2

受取配当金 56 155

不動産賃貸料 34 44

持分法による投資利益 796 1,661

その他 36 93

営業外収益合計 928 1,956

営業外費用

支払利息 0 0

為替差損 101 16

設備賃貸費用 14 13

コミットメントフィー 12 14

外国源泉税 11 11

その他 12 11

営業外費用合計 153 67

経常損失（△） △1,629 △1,577

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

減損損失 70 54

固定資産除却損 3 2

投資有価証券売却損 352 －

投資有価証券評価損 － 14

特別損失合計 427 71

税金等調整前四半期純損失（△） △2,056 △1,649

法人税、住民税及び事業税 109 199

法人税等調整額 △41 △33

法人税等合計 68 165

四半期純損失（△） △2,124 △1,814

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

19 △4

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △2,143 △1,809
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【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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純損失（△） △2,124 △1,814

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 166 413

退職給付に係る調整額 25 20

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,232 △439

その他の包括利益合計 △1,040 △5

四半期包括利益 △3,165 △1,819

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,184 △1,814

非支配株主に係る四半期包括利益 19 △4
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(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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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損失（△） △2,056 △1,649

減価償却費 189 154

減損損失 70 54

受取利息及び受取配当金 △61 △157

持分法による投資損益（△は益） △796 △1,661

投資有価証券評価損益（△は益） － 14

有形固定資産除却損 3 2

投資有価証券売却損益（△は益） 352 －

売上債権の増減額（△は増加） 290 193

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,351 122

前渡金の増減額（△は増加） △1,265 13

未収消費税等の増減額（△は増加） 814 △216

仕入債務の増減額（△は減少） 949 967

未払費用の増減額（△は減少） △303 △72

未払消費税等の増減額（△は減少） 144 △71

賞与引当金の増減額（△は減少） 48 △84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 49 △0

その他 1 △230

小計 △2,919 △2,621

利息及び配当金の受取額 702 1,841

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △73 △237

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,291 △1,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 902 －

有形固定資産の取得による支出 △694 △162

無形固定資産の取得による支出 △3 △0

定期預金の払戻による収入 4,000 －

定期預金の預入による支出 △2,000 －

その他 △5 6

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,199 △157

財務活動によるキャッシュ・フロー

その他 △10 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △10 △8

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145 △1,184

現金及び現金同等物の期首残高 20,384 24,909

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 20,239 ※1 23,724
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【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

運賃諸掛 538百万円 514百万円

販売手数料 201 221

賞与引当金繰入額 24 25

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

現金及び預金 26,839百万円 24,324百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △6,600 △800

有価証券 ― 200

現金及び現金同等物 20,239 23,724
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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

(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

ニッケル
事業

発電事業 計

売上高

外部顧客への売上高 16,956 289 17,245 342 17,588 － 17,588

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 － 0 80 81 △81 －

計 16,956 289 17,246 423 17,669 △81 17,588

セグメント利益又は
損失（△）

△2,492 57 △2,435 19 △2,415 11 △2,404

(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等であり、不動産事業、ガス事業、廃棄物

リサイクル事業であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額11百万円には、セグメント間取引消去14百万円、たな卸資産の調整額△２

百万円及びその他の調整額△１百万円が含まれております。

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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「ニッケル事業」において、減損損失70百万円を計上しております。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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

(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

ニッケル
事業

発電事業 計

売上高

外部顧客への売上高 18,577 295 18,872 305 19,177 － 19,177

セグメント間の内部売上高
又は振替高

16 － 16 56 72 △72 －

計 18,593 295 18,889 361 19,250 △72 19,177

セグメント利益又は
損失（△）

△3,436 36 △3,399 △86 △3,486 18 △3,467

(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等であり、不動産事業、ガス事業、廃棄物

リサイクル事業であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額18百万円には、セグメント間取引消去14百万円、たな卸資産の調整額４百

万円及びその他の調整額△０百万円が含まれております。

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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「ニッケル事業」及び「その他」において、減損損失をそれぞれ54百万円、０百万円計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において、54百万円であります。

決算短信（宝印刷） 2017年11月07日 16時10分 25ページ（Tess 1.50(64) 20170828_01）



― 22 ―

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △109.86円 △92.75円

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純損失金額
(△)

(百万円) △2,143 △1,809

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失金額(△)

(百万円) △2,143 △1,809

普通株式の期中平均株式数 (千株) 19,512 19,510

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

２ 平成29年10月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年

度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失金額を算定しております。

(重要な後発事象)

(単元株式数の変更及び株式併合)

(1)内容

平成29年６月29日開催の第91回定時株主総会において、単元株式数及び発行可能株式総数の変更等に係る定款

変更議案並びに株式併合に係る議案が承認可決されております。これにより、平成29年10月１日をもって単元株

式数が1,000株から100株に変更となり、普通株式について10株を１株に併合するとともに、発行可能株式総数が

５億株から５千万株に変更となっております。

(2)１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して計算しており、当該影響については、(１株当たり

情報)に記載しております。
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２ 【その他】

第92期（平成29年４月１日から平成30年３月31日）中間配当については、平成29年10月31日開催の取締役会におい

て、これを行わない旨を決議致しました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成29年11月10日

大平洋金属株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 草 野 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 池 伸 城

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大平洋金属株式

会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平

成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大平洋金属株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年11月10日

【会社名】 大平洋金属株式会社

【英訳名】 Pacific Metals Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 々 木 朗

【最高財務責任者の役職氏名】 ―

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目６番１号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長佐々木朗は、当社の第92期第２四半期（自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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宝印刷株式会社印刷
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