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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1) 連結経営成績 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 1,096,506 8.7 13,811 10.1 12,679 7.7
17年３月期 1,008,463 17.9 12,544 42.4 11,769 61.4

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 5,516 32.6 39.65  － 22.0 3.7 1.2
17年３月期 4,160 20.6 29.66  － 22.1 3.6 1.2

（注）①持分法投資損益 18年３月期 111百万円 17年３月期 85百万円

②期中平均株式数（連結）、１株当たり当期純利益の算式については２ページをご参照ください。

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 349,333 28,796 8.2 173.80
17年３月期 343,169 21,301 6.2 128.34
（注）期末発行済株式数（連結）、１株当たり株主資本の算式については、２ページをご参照ください。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 9,208 △1,150 △7,690 13,378
17年３月期 △1,832 6,233 △5,289 12,673

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 44社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 11社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 2社 （除外） 1社 持分法（新規） 1社 （除外） 1社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 530,000 5,000 2,500
通　期 1,110,000 11,500 5,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　39円54銭

＊　上記の予想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、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、７ページを、１株当たり予想当期純利益（通期）の算式については２ページを

ご参照ください。

－ 1 －



 「期中平均株式数（連結）」（自己株式数控除後のものです。）

 17年3月期 18年3月期

 普通株式 117,755,923 株 117,717,111 株 

 種類株式Ａ

 （無議決権・普通株式転換予約権付株式）
16,963,000 株 16,963,000 株 

 種類株式Ｂ

（無議決権・配当優先株式）
1,500,000 株 1,500,000 株 

 

 「期末発行済株式数（連結）」（自己株式数控除後のものです。）

 17年3月期 18年3月期

 普通株式 117,729,743 株 117,707,687 株 

 種類株式Ａ

 （無議決権・普通株式転換予約権付株式）
16,963,000 株 16,963,000 株 

 種類株式Ｂ

 （無議決権・配当優先株式）
1,500,000 株 1,500,000 株 

 

 「１.18年3月期の連結業績」指標算式

 

 　　○1株当たり当期純利益

 

 普通株式に係る当期純利益 

 期中平均普通株式数＋期中平均種類株式Ａ株式数 

  

 　　○1株当たり株主資本

 

 普通株式に係る株主資本の額

 期末発行済普通株式数＋期末発行済種類株式Ａ株式数＋期末発行済種類株式Ｂ株式数×20 

  

 （注）　当社の発行している種類株式Ａは、普通株式転換予約権付株式であり、無議決権であることの他は普通株式と同

等の株式であるので、１株当たり株主資本の算定にあたっては、種類株式Ａの期末発行済株式数を普通株式の期末

発行済株式数に加算し、１株当たり当期純利益の算定にあたっては、種類株式Ａの期中平均株式数を普通株式の期

中平均株式数に加算しております。種類株式Ｂについても、配当優先株式であるものの、残余財産分配について普

通株式に優先するものではなく、また将来の一定利益の計上を条件として償還される株式であるので、その実態を

考慮し、１株当たり株主資本の算定にあたっては、普通株式と同等の株式として扱うことが妥当であると判断し、

種類株式Ｂの残余財産の分配に係る定款の定めに従い、種類株式Ｂの期末発行済株式数を20倍して普通株式の期末

発行済株式数に加算しております。

 

 「２.19年3月期の連結業績予想」指標算式（通期）

 

 　　○1株当たり予想当期純利益（通期）

 

 普通株式に係る予想当期純利益 

 期末発行済普通株式数＋期末発行済種類株式Ａ株式数 
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１．企業集団の状況
　当社企業集団は、当社及び47の子会社、19の関連会社によって構成されており、国内及び海外において鋼材、原燃

料・非鉄・機材等の販売を行っております。

　当企業集団を事業系統図によって示しますと、次のとおりとなります。

 

 

＜無印は連結子会社＞ 

新

日

本

製

鐵

㈱

企

業

集

団

等 

仕

入

先 

販

売

先

 

＜＊は持分法適用関連会社＞ 

日

鐵
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㈱

 

製品 

原材料 
及び機械 

商品 

商品 

商品 

商品 

商品 

業務 
委託等 

商品 

鋼材の加工・販売（18社） 

大阪鋼板工業㈱ 
三和スチール工業㈱ 
信栄機鋼㈱ 
仙台シャーリング㈱ 
タカハシスチール㈱ 
名古屋日鐵商事コイルセンター㈱ 
日鐵商事コイルセンター㈱ 
深せん深日鋼材有限公司 
蘇州日鉄金属製品有限公司 
東莞鐵和金属製品有限公司 

Bangkok Eastern Coil Center Co.,Ltd. 
NS Hanoi Steel Service Co.,Ltd. 
NS Saigon Coil Center Co.,Ltd. 

＊㈱アイコー 
＊市川製線㈱ 
＊㈱浦安建材総合センター 
＊サントク精研㈱ 

その他１社 
（持分法非適用関連会社１社） 

（鋼材） 
＜41社＞ 

鋼材の販売（23社） 

群馬鉄鋼販売㈱ 
三和建鉄㈱ 
西部鋼材㈱ 
トキワスチール㈱ 
日鐵商事特殊鋼販売㈱ 
日鐵商事溶材販売㈱ 
山形鋼建㈱ 
台湾日鐵商事股ふん有限公司 
日鐵商事（上海）有限公司 
Nippon Steel Trading America,Inc. 

Nippon Steel Trading Mexico S.A.de C.V. 

Nippon Steel Trading(H.K.)Co.,Ltd. 

Nippon Steel Trading Korea Co.,Ltd. 

Nippon Steel Trading(Malaysia)Sdn.Bhd. 

Nippon Steel Trading(Singapore)Pte.Ltd. 

Nippon Steel Trading(Thailand)Co.,Ltd. 

NS Siam Co.,Ltd. 
Siam Lotus Co.,Ltd. 
Takahashi Steel(S)Pte.Ltd. 

＊鐵商㈱ 
＊㈱北新ジャパン 

その他２社 
（持分法非適用関連会社２社） 

（原燃料・非鉄・機材） 
＜４社＞ 

機材等の販売（４社） 

㈱エムエムアイ 
NSE Limited 

＊㈱ケイ・エフ・イー 
その他１社（非連結子会社１社） 

サービス業（５社） 

エヌエスサービス㈱ 
鋼材ドットコム㈱ 
三陽開発㈱ 

日鐵サンスポーツ㈱ 
日鉄商事情報システム㈱ 

（その他） 
＜21社＞ 

自販機及び飲料の販売（１社） 

エヌエス自販機販売㈱ 

その他（15社） 

NS Resources International B.V. 
NS Resources Australia Pty.Ltd. 
NS Coal Pty.Ltd. 
NS Coal(No.２)Pty.Ltd. 

＊㈱ニッテツ・ファイン・プロダクツ 
＊深せん鉄和諸運有限公司 
 

＊Associated Steel Industries(M)Sdn.Bhd. 
＊Yawata Electrode(Thailand)Co.,Ltd. 

その他７社 
（非連結子会社２社） 
（持分法非適用関連会社５社） 
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２．経営方針

(1) 経営の基本方針

　当社グループは時代の潮流を的確に見据え、強靭な収益基盤の確立と資金投入効率の向上による財務体質の改善を

進め、市場において高い評価を得ることで、株主・顧客・従業員および広く一般社会に貢献することを、経営の基本

方針としております。

(2) 連結財務体質の改善を推進

　当社は新日本製鐵㈱直系の鉄鋼商社として、引き続き鉄鋼周辺分野に経営資源を集中し、営業力の強化、収益の向

上に取り組んでまいりました。昨年７月には新日本製鐵㈱本社の近接地に本社を移転し新日本製鐵㈱との連携の一層

の強化をはかりました。

　営業面では、９月に新日本製鐵㈱からの一部出資を得てベトナム北部において新コイルセンター設立に着手し、ま

た、中国に展開しているコイルセンターの能力増強を決定するなど、アジア地区加工拠点の基盤を更に強化し、新日

本製鐵㈱と連携したアジア戦略を強力に推進いたしました。

　組織運営面では、「One Step Forward」運動を展開し、個々人の力と組織の強化による「日鐵商事カルチャーの確

立」に着手いたしました。この運動には北海道から沖縄まで全社員、76チームが参加、社員一人一人がたゆまぬ改善

を進める風土作りに確かな第一歩を踏み出しました。

　内部統制面では、昨年12月にコーポレートガバナンス整備・強化会議を設置するとともに、社内イントラネットを

活用したコンプライアンスの徹底を推進いたしました。

　また、連結ベースでの資金効率の向上対策を強力に行うなど連結経営の強化を推進する一方、ドメイン外事業の分

離や資産の処分を可能な限り行い体質強化を一層推し進めました。

　なお、当期は前中期３ヶ年計画の最終年度であったことから、平成20年度を目標年度とする新たな計画の策定に全

社をあげて取り組み、本年２月に将来の持続的成長を目指した中期経営計画を策定いたしました。

(3) 親会社等の状況

①　親会社等の商号等

親会社等 属性 
親会社等の議決権
所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等

新日本製鐵株式會社

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社

39.1

(1.9)
東京、大阪、名古屋、札幌、福岡

三井物産株式会社

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社

20.1

東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、米国ナスダック、

ルクセンブルク、ユーロネクスト・アムステルダム、

フランクフルト

　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

②　親会社等の内、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

会社名 新日本製鐵株式會社

その理由 当社の筆頭株主であり、当社は同社が構成する企業グループに属しているため

③　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置づけ、その他の上場会社と親会社等との関係

　新日本製鐵㈱ならびに三井物産㈱は、当社と継続的、緊密な事業上の関係にあり、当社は新日本製鐵㈱ならびに

三井物産㈱の持分法適用の関連会社であります。

　新日本製鐵㈱は当社の主要仕入、販売先であり、同社グループとの有機的な戦略共有の推進等のため同社からの

出向者を15名受け入れております。

　当社は、経営方針や事業計画の策定・実行、日常の事業運営や取引等を独自に行っており、独立性は確保されて

おります。

役職 氏名
親会社等またはそのグループ企業

での役職
就任理由

監査役（非常勤） 谷口　進一 新日本製鐵㈱取締役 当社の監査役会機能強化の

ため 監査役（非常勤） 国峰　淳 日鐵建材工業㈱企画財務部長 
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④　親会社等との取引に関する事項

　新日本製鐵㈱については、７．関連当事者との取引（30ページ）をご参照ください。

　三井物産㈱については、次のとおりであります。

属性 会社名 住所
資本金
(百万円)

事業の内容

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の兼

務等
事業上の関
係

その他の

関係会社
三井物産㈱

東京都

千代田区
192,492

各種商品の

国内販売及

び輸出入業

等

直接 20.1 －

各種鉄鋼製

品、原燃料

等の仕入並

びに各種鉄

鋼製品等の

販売

各種鉄鋼製

品、原燃料

等の仕入

3,064
支払手形及

び買掛金
1,020

各種鉄鋼製

品等の販売
3,490

受取手形及

び売掛金
1,995

（取引条件ないし取引条件の決定方針等）

　営業取引の価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

　（注）金額のうち、「取引金額」には消費税等は含まれておらず、債権債務の「期末残高」については消費税等を含ん

でおります。

(4) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は業績の推移および株主資本の蓄積を勘案しつつ、株主各位への利益還元に十分留意し配当を決定しております。

　当期につきましては、業績改善および財務体質の強化を確実に推進することができましたので、定時株主総会にお

いて13期振りの復配をお諮りする予定であります。

　また、来期につきましては、当期より2円の増配となる一株当たり5円の配当を予定しております。
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３．経営成績

(1) 経営成績

①　当期の概況

　当連結会計年度（以下、当期）の我が国経済は、民間設備投資の拡大、個人消費の緩やかな増加、輸出の増加な

どに支えられ、着実に回復を続けました。

　国内の鉄鋼需要は、土木向けが減少したものの、建築向けと造船、自動車、産業機械など製造業向けが増加いた

しました。一方、輸出は中国などアジア向けを中心に減少いたしました。鉄鋼生産は昨年度に引き続き高水準であ

り、一部品種の在庫が下半期やや高水準であったものの、鋼材市況は総じて堅調に推移いたしました。

　このような状況のなか、「２．経営方針」にも記載したとおり、当社は新日本製鐵㈱直系の鉄鋼商社として、引

き続き鉄鋼周辺分野に経営資源を集中し、営業力の強化、収益の向上に取り組んでまいりました。昨年７月には新

日本製鐵㈱本社の近接地に本社を移転し新日本製鐵㈱との連携の一層の強化をはかりました。

　この結果、当期の売上高は前期比880億円増の1兆965億円となり、営業利益は前期比12億67百万円増の138億11百

万円、経常利益につきましては４期連続の増益となる前期比9億9百万円増の126億79百万円となりました。特別損益

におきましては、投資有価証券売却益など合計1億59百万円を特別利益に計上する一方、固定資産売却損、減損損失

など合計29億76百万円を特別損失に計上し企業基盤を一段と強化いたしました。その上で、当期純利益は前期比13

億56百万円増の55億16百万円となり、経常利益、当期利益とも過去最高の利益を達成することができました。

　以上から、利益剰余金は88億8百万円となり、株主資本は287億96百万円まで増加させることができ、前期末と比

較して株主資本比率は6.2％から8.2％に上昇し、借入金も929億円と66億円減少するなど財務面の一層の強化・健全

化を推し進めることができました。

　当期を最終年度とする前中期経営計画については、3年間の累計で売上高は計画比20％増、経常利益は73％増、当

期純利益は33％増とそれぞれ超過達成するとともに、株主資本の充実、有利子負債の圧縮など財務基盤を大幅に強

化することができました。

　なお、当期の単体決算につきましては、売上高は前期比637億円増の9,754億円となり、経常利益83億1百万円、当

期純利益は34億68百万円を計上しました結果、株主資本は253億27百万円まで増加させることができました。

［事業の種類別セグメントの概要］

（鋼材）

　国内、輸出とも数量が減少したものの、平均鋼材価格が上昇したことから、売上高は前期比829億円増の8,804億

円となりましたが、営業利益は前期比86百万円減の108億円となりました。

（原燃料・非鉄・機材）

　好調な鉄鋼生産と市況の高騰などにより売上高は鉄鋼原料を中心として増加し、前期比32億円増の1,959億円とな

り、営業利益は7億37百万円増の23億5百万円となりました。

（その他）

　売上高は前期比18億円増の213億円となり、営業利益も5億69百万円増の5億53百万円となりました。

　なお、当期の連結子会社は44社（前期43社）、持分法適用会社は11社（前期11社）であります。
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②　次期の見通し

　今後の世界経済はけん引役のアメリカと中国の経済成長が鈍化するとはいえ堅調を維持する見通しであり、我が

国経済も製造業の好調、個人消費の緩やかな回復などから順調な推移が見込まれております。

　鉄鋼業界におきましても、欧米での在庫調整の進展による市況の底入れやアジア市場での調整の終了などから、

国内外を通じ需要は堅調と予測されております。

　このような状況下、当社は増収・増益に向けた積極的な営業を展開するとともに、中期経営計画（平成18～20年

度）の目標達成に向けて、営業戦略～新日鐵グループとの有機的な戦略共有、提案型ひも付き営業の展開、貿易比

率の向上、原料・機材事業の拡大～を力強く進めてまいります。これらの中期戦略を強力に推進するため、人員増

強、基幹システムの更新を含む100億円規模の投資など経営資源の投入に着手いたしますが、景気の下振れなどリス

クを見極めながら実行していく所存であります。

　会社運営においても、中期戦略を着実に実行していくため、4月には全社的な組織改定を実行いたしました。営業

力の強化を目的とした品種営業部の増設、営業管理部門の強化、また、人材育成、コンプライアンスの強化等を目

的とした管理部門組織の再編を行いました。更に、次期システム導入に対応するため、当社100％出資子会社であり

ます日鉄商事情報システム㈱の機能を取り込み情報システム部を新設いたしました。

　より良き企業風土の確立も着実に進めてまいりますが、昨年開始した「One Step Forward」運動を国内外の関係

会社にも拡大し、当社グループ全体の運動として展開いたします。この運動の継続を基軸として、当社のコミュニ

ケーションカルチャーの確立を目指してまいります。

　また、社会的存在としての当社グループの存続、発展をはかるためコーポレートガバナンスの強化に全社をあげ

て取り組んでまいります。

　以上を確実に実行することにより、当社グループの機能・競争力を高め、連結収益力を一層向上させ内部留保を

充実し、安定配当のできる財務体質の構築を目指してまいります。

　このようななか、次期の業績見通しにつきましては、連結売上高1兆1,100億円、連結経常利益は115億円、連結当

期純利益は55億円を見込んでおります。なお、このうち、当社（単体）の売上高は9,800億円、経常利益75億円、当

期純利益35億円であります。

(2) 財政状態

①　当期の概況

［キャッシュ・フローの状況］

　当連結会計年度（以下、当期）末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比7億円増

加し、133億円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の営業活動による資金は、92億円（前期比110億円増加）の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の投資活動による資金は、投資有価証券などの売却を推進いたしましたが、グループ内の設備投資などによ

り11億円（前期比73億円減少）の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の財務活動による資金は、営業活動により獲得した資金を原資として有利子負債の削減に努めた結果、76億

円（前期比24億円支出増）の支出となりました。
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（キャッシュ・フロー指標の推移）

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

株主資本比率（％） 3.9 5.3 6.2 8.2

時価ベースの株主資本比率（％） 7.2 13.7 17.8 16.5

債務償還年数（年） 16.0 17.4 ― 10.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.4 3.2 ― 5.7

　（注）　株主資本比率（％） ：株主資本÷総資産

時価ベースの自己資本比率（％） ：株式時価総額÷総資産

債務償還年数（年） ：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー÷利息支払額

※　いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済普通株式数（自己株式控除後）に種類株式Ａおよび種類株式Ｂの

発行価額を加算して算出しております。

※　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。

※　有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としてお

ります。

※　利息支払額は、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。

②　次期の見通し

　連結総資産は3,600億円程度を、連結借入金は880億円程度を見込んでおります。

(3) 事業等のリスク

　本決算短信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

のある主な事項には、以下の事項があります。

　なお、本決算短信の事業の状況や、経理の状況の各注記等においても、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項を記載しておりますので、ご参照下さい。

　また、本項における将来に関する事項につきましては、提出日現在において判断したものであります。

①　国内外の経済情勢および鋼材市場における需給の変動

　当社グループの売上高のうち79.8％は国内向けとなっており、20.2％を占める海外向け売上高のうち77.8％をア

ジア地域向けが占めております。国内およびアジア地域の経済情勢、鋼材需給の変動等が当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。

②　与信リスク

　当社グループは主に商社としての事業を営んでおり、当社グループの総資産において売掛金・受取手形等の金銭

債権が高い比率を占めていることから、これらに対する与信リスクの管理が重要な経営課題となっております。日

常業務の遂行過程におきましては、取引先の状況の充分な把握やグループ内での密接な情報交換等により貸倒の発

生防止に努めております。また、金融商品会計基準に基づき貸倒引当金を計上し、将来の貸倒損失の発生に対し必

要な会計処理を行っておりますが、今後の経済情勢や個々の取引先の状況変化による想定外の貸倒損失等の与信リ

スクを有しております。

③　投資有価証券等の金融商品の時価変動リスク

　当社グループが保有する金融商品につきましては、金融商品会計基準の適用により必要な減損処理や時価評価を

行っていることに加え、リスク資産を極力圧縮するとの基本方針のもと従来から株式等の売却を積極的に進めてお

ります。しかしながら、現時点で保有しております投資有価証券等につきまして株価の変動等による時価の変動リ

スクを有しております。

④　事業の集中過程における損失発生のリスク

　当社グループは、平成14年3月に策定をした「抜本的経営基盤強化策」に基づき事業分野を鉄鋼関連分野へ集中す

ることを基本方針とし、当連結会計年度におきましても関係会社の譲渡等事業の集中を進めました。今後も鉄鋼関

連分野への集中を進めていく所存でありますが、一連の事業の集中過程において損失が発生する可能性があります。
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４．連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

  
前連結会計年度

(平成17年3月31日)
当連結会計年度

(平成18年3月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   13,090   14,058  967

２　受取手形及び売掛金   247,877   257,125  9,248

３　たな卸資産   30,683   29,464  △1,218

４　繰延税金資産   2,794   2,876  82

５　短期貸付金   1,245   1,022  △222

６　その他   9,663   11,319  1,655

７　貸倒引当金   △1,713   △2,362  △649

流動資産合計   303,643 88.5  313,506 89.7 9,863

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※２ 10,008   10,037    

減価償却累計額  4,975 5,033  4,984 5,053  19

(2) 機械装置及び運搬具  5,324   5,689    

減価償却累計額  3,656 1,667  4,115 1,573  △93

(3) 器具備品  939   842    

減価償却累計額  723 215  606 235  20

(4) 土地 ※２  10,280   9,045  △1,234

(5) 建設仮勘定   31   6  △25

有形固定資産合計   17,228   15,914  △1,313

２　無形固定資産         

(1) ソフトウェア   1,281   1,142  △139

(2) 連結調整勘定   47   20  △27

(3) その他   374   367  △6

無形固定資産合計   1,703   1,530  △173

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券
※１
※２

 8,612   10,534  1,922

(2) 長期貸付金   232   351  119

(3) 固定化営業債権 ※６  1,305   1,206  △98

(4) 繰延税金資産   3,213   394  △2,819

(5) その他 ※１  8,877   7,430  △1,447

(6) 貸倒引当金   △1,647   △1,535  111

投資その他の資産合計   20,594   18,382  △2,211

固定資産合計   39,526 11.5  35,827 10.3 △3,698

資産合計   343,169 100.0  349,333 100.0 6,164
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前連結会計年度

(平成17年3月31日)
当連結会計年度

(平成18年3月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   205,483   206,494  1,011

２　短期借入金 ※３  69,552   74,258  4,705

３　未払法人税等   660   687  27

４　賞与引当金   747   886  139

５　本社移転損失引当金   262   ―  △262

６　延払販売利益繰延金   17   9  △7

７　その他   9,966   12,592  2,625

流動負債合計   286,690 83.6  294,929 84.5 8,239

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※３  30,014   18,664  △11,349

２　退職給付引当金   413   337  △76

３　債務保証損失引当金   82   188  106

４　その他   2,557   3,898  1,341

固定負債合計   33,067 9.6  23,089 6.6 △9,978

負債合計   319,758 93.2  318,018 91.1 △1,739

         

(少数株主持分)         

少数株主持分   2,110 0.6  2,518 0.7 408

         

(資本の部)         

Ⅰ　資本金 ※４  8,750 2.5  8,750 2.5 ―

Ⅱ　資本剰余金   8,750 2.5  8,750 2.5 ―

Ⅲ　利益剰余金   3,456 1.0  8,808 2.5 5,351

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   1,280 0.4  2,641 0.7 1,360

Ⅴ　為替換算調整勘定   △918 △0.2  △128 △0.0 789

Ⅵ　自己株式 ※５  △17 △0.0  △24 △0.0 △7

資本合計   21,301 6.2  28,796 8.2 7,494

負債、少数株主持分    
及び資本合計

  343,169 100.0  349,333 100.0 6,164
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(2) 連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   1,008,463 100.0  1,096,506 100.0 88,042

Ⅱ　売上原価   966,133 95.8  1,051,578 95.9 85,444

Ⅲ　延払販売利益戻入額   25 0.0  17 0.0 △8

Ⅳ　延払販売利益繰延額   17 0.0  9 0.0 △7

売上総利益   42,338 4.2  44,935 4.1 2,597

Ⅴ　販売費及び一般管理費   29,794 3.0  31,124 2.8 1,330

営業利益   12,544 1.2  13,811 1.3 1,267

Ⅵ　営業外収益         

１　受取利息  237   178    

２　受取配当金  135   195    

３　為替差益  ―   7    

４　賃貸収入  115   76    

５　持分法による投資利益  85   111    

６　その他  701 1,275 0.2 580 1,149 0.1 △125

Ⅶ　営業外費用         

１　支払利息  1,401   1,601    

２　為替差損  37   ―    

３　債権譲渡損  261   342    

４　その他  349 2,050 0.2 338 2,281 0.2 231

経常利益   11,769 1.2  12,679 1.2 909

Ⅷ　特別利益         

１　償却債権取立益 ※１ ―   106    

２　投資有価証券売却益  209   53    

３　過去勤務債務償却益  788   ―    

４　固定資産売却益 ※２ 11 1,009 0.1 ― 159 0.0 △849

Ⅸ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※３ 721   559    

２　減損損失 ※４ 1,935   507    

３　貸倒引当金繰入額  179   440    

４　固定資産評価損 ※５ 374   374    

５　投資有価証券評価損  38   342    

６　商品評価損  ―   223    

７　役員退職慰労金制度廃止に伴う
打切り支給額 

 ※６ ―   177    

８　投資有価証券売却損  23   108    

９　債務保証損失引当金繰入額 ※７ 82   106    

10　事業整理損 ※８ 331   91    

11　訴訟和解金  61   45    

12　本社移転損失 ※９ 262   ―    

13　補償損失  59   ―    

14　ゴルフ会員権評価損  40 4,111 0.4 ― 2,976 0.3 △1,135

税金等調整前当期純利益   8,667 0.9  9,862 0.9 1,195

法人税、住民税及び事業税  1,067   1,202    

法人税等調整額  3,116 4,184 0.4 2,760 3,963 0.4 △220

少数株主利益   323 0.1  382 0.0 59

当期純利益   4,160 0.4  5,516 0.5 1,356
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(3) 連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   8,750  8,750

Ⅱ　資本剰余金期末残高   8,750  8,750

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △689  3,456

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　当期純利益  4,160  5,516  

２　連結子会社の増加に伴う
増加高

 0 4,160 ― 5,516

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  ―  164  

２　持分法適用会社減少に 　
伴う減少高

 12  ―  

３　役員賞与  1 13 ― 164

Ⅳ　利益剰余金期末残高   3,456  8,808
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  8,667 9,862

減価償却費  1,170 1,165

減損損失  1,935 507

貸倒引当金の増減  △1,401 517

その他引当金の増減  △308 △24

受取利息及び受取配当金  △373 △374

支払利息  1,401 1,601

持分法による投資損益  △85 △111

投資有価証券売却損益  △185 54

投資有価証券評価損  38 342

有形・無形固定資産除却損  23 1

有形・無形固定資産売却損益  710 559

固定資産評価損  374 374

ゴルフ会員権評価損  40 ―

売上債権の増減  △41,299 △7,116

たな卸資産の増減  △8,012 2,201

その他営業資産の増減  △1,724 △1,741

仕入債務の増減  36,087 △411

その他営業負債の増減  2,809 3,487

その他固定負債の増減  △36 434

その他  81 286

小計  △84 11,617

利息及び配当金の受取額  502 373

利息の支払額  △1,454 △1,627

法人税等の支払額  △796 △1,154

営業活動によるキャッシュ・フロー合計  △1,832 9,208

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入支出  △210 △508

定期預金の払出収入  301 143

投資有価証券の購入支出  △352 △399

投資有価証券の売却収入  759 356

貸付による支出  △71 △80

貸付金回収による収入  2,615 175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出  △99 ―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による影響  ― △313

持分法適用会社の売却による収入  5 ―

有形・無形固定資産の取得による支出  △1,330 △1,094

有形・無形固定資産の売却による収入  4,273 338

その他資産の増減  343 230

投資活動によるキャッシュ・フロー合計  6,233 △1,150

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の借入収入  163,809 142,426

短期借入金の返済支出  △169,837 △144,853

長期借入金の借入収入  7,009 8,244

長期借入金の返済支出  △6,238 △13,327

配当金の支払額  ― △164

少数株主への配当金の支払額  △24 △43

少数株主による株式払込収入  ― 34

自己株式の取得支出  △8 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー合計  △5,289 △7,690

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △18 337

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額または減少額（△）  △907 704

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  13,488 12,673

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高  92 ―

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高  12,673 13,378
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

(1) 連結の範囲に関する事項

  　連結子会社の数　43社

　なお、当連結会計年度において増資引受した　

NSE Limitedを連結子会社としている。また、前連

結会計年度連結子会社のうち当連結会計年度にお

いて株式譲渡したことにより横尾化学産業㈱を、

清算結了により㈱アールアンドアイ他７社を連結

子会社より除外している。

(1) 連結の範囲に関する事項

  　連結子会社の数　44社

　なお、当連結会計年度において新規設立した　

NS Hanoi Steel Service Co.,Ltd.他１社を連結子

会社としている。また、前連結会計年度連結子会

社のうち当連結会計年度において株式譲渡したこ

とによりニッテツトラベル㈱を連結子会社より除

外している。

(2) 持分法の適用に関する事項 (2) 持分法の適用に関する事項

  　持分法適用の関連会社数　　11社

　なお、前連結会計年度持分法適用の関連会社のう

ち当連結会計年度において株式譲渡したことにより

㈱ヤマサを持分法適用の関連会社より除外している。

  　持分法適用の関連会社数　　11社

　なお、当連結会計年度において株式取得したこと

により㈱ケイ・エフ・イーを持分法適用の関連会社

としている。また、前連結会計年度持分法適用の関

連会社のうち当連結会計年度において株式譲渡した

ことによりDaiki Corporationを持分法適用の関連

会社より除外している。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　Nippon Steel Trading America,Inc.他20社の決算日

は12月31日である。

　連結財務諸表の作成に当たっては各社の同日現在の

財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っている。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　Nippon Steel Trading America,Inc.他22社の決算日

は12月31日である。

　連結財務諸表の作成に当たっては各社の同日現在の

財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っている。

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理し、売却原価は主として

移動平均法により算定)によっている。

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理し、売却原価は主として

移動平均法により算定)によっている。

時価のないもの

　　主として移動平均法による原価法によっている。

時価のないもの

　主として移動平均法による原価法によっている。

(ロ)たな卸資産

　主として移動平均法による原価法によっている。

(ロ)たな卸資産

　主として移動平均法による原価法によっている。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は主として法人税法に規

定する基準に基づく定率法、海外連結子会社は主と

して見積耐用年数に基づく定額法によっている。

　ただし、当社の建物(建物付属設備は除く)及び国

内連結子会社の平成10年４月１日以降取得した建

物(建物付属設備は除く)については定額法によって

いる。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は主として法人税法に規

定する基準に基づく定率法、海外連結子会社は主と

して見積耐用年数に基づく定額法によっている。

　ただし、当社の建物(建物付属設備は除く)及び国

内連結子会社の平成10年４月１日以降取得した建

物(建物付属設備は除く)については定額法によって

いる。

(ロ)無形固定資産

　主として法人税法に規定する減価償却の方法と同

一の基準に基づく定額法によっている。

　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内利用可能期間(５年)に基づく定額法によっている。

(ロ)無形固定資産

　主として法人税法に規定する減価償却の方法と同

一の基準に基づく定額法によっている。

　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内利用可能期間(５年)に基づく定額法によっている。
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前連結会計年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

③　重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更

生債権等については、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上している。

③　重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更

生債権等については、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上している。

(ロ)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、次回賞与支給

見込額のうち、当連結会計年度負担分を計上してい

る。

(ロ)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、次回賞与支給

見込額のうち、当連結会計年度負担分を計上してい

る。

(ハ)本社移転損失引当金

　当社の本社移転に伴い発生する損失に備えるため、

その合理的な見積り額のうち、当連結会計年度の負

担額を計上している。

(ニ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると認

められる額を計上している。

　会計基準変更時差異(4,485百万円)については、

15年による定額法により費用処理している。

　過去勤務債務については、その発生した連結会計

年度において費用処理している。

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(11年)による定額法によりそれぞれ発生時

の翌連結会計年度から費用処理している。

(ハ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると認

められる額を計上している。

　会計基準変更時差異(4,485百万円)については、

15年による定額法により費用処理している。

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(11年)による定額法によりそれぞれ発生時

の翌連結会計年度から費用処理している。

（追加情報）

　当社は、平成16年7月1日に厚生年金基金制度と適

格退職年金制度を統合し、キャッシュバランスプラ

ンに移行している。

 

(ホ)債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財

政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上している。

(ニ)債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財

政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上している。

④　重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっている。

④　重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっている。
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前連結会計年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

⑤　重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。

　また、特例処理の要件を満たす金利スワップにつ

いては特例処理を、為替予約が付されている外貨建

金銭債権債務等については振当処理を、それぞれ

行っている。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。

　また、特例処理の要件を満たす金利スワップにつ

いては特例処理を、為替予約が付されている外貨建

金銭債権債務等については振当処理を、それぞれ

行っている。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建金銭債権債務
及び予定取引

金利スワップ 借入金

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建金銭債権債務
及び予定取引

金利スワップ 借入金

(ハ)ヘッジ方針

　主として当社は、為替変動リスク及び金利変動リ

スクをヘッジし経営を安定させることを目的として、

外貨建取引については輸出入等取引発生の都度、決

済に必要な外貨額について先物為替予約取引を、借

入金については金利スワップ取引を、いずれも実需

に伴う取引に限定して行っている。

　なお、実行管理は当社の社内規定「デリバティブ

取引管理規程」に基づき行っている。

(ハ)ヘッジ方針

　主として当社は、為替変動リスク及び金利変動リ

スクをヘッジし経営を安定させることを目的として、

外貨建取引については輸出入等取引発生の都度、決

済に必要な外貨額について先物為替予約取引を、借

入金については金利スワップ取引を、いずれも実需

に伴う取引に限定して行っている。

　なお、実行管理は当社の社内規定「デリバティブ

取引管理規程」に基づき行っている。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　事前テストは回帰分析等の統計的手法、事後テス

トは比率分析等により実施している。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　事前テストは回帰分析等の統計的手法、事後テス

トは比率分析等により実施している。

⑥　その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式により処理している。

⑥　その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式により処理している。

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっている。

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっている。

(6) 連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定は、投資を行った発生年度にその効果

の発現する期間が見積もり可能なものはその年数で、

それ以外のものについては、５年間で均等償却するこ

ととしている。

(6) 連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定は、投資を行った発生年度にその効果

の発現する期間が見積もり可能なものはその年数で、

それ以外のものについては、５年間で均等償却するこ

ととしている。

(7) 利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金の計算は、当連結会計年度中に確定した

連結会社の利益処分または損失処理に基づいている。

(7) 利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金の計算は、当連結会計年度中に確定した

連結会社の利益処分または損失処理に基づいている。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっている。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっている。
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会計処理の変更

前連結会計年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会

　平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15

年10月31日)が平成16年3月31日に終了する連結会計年度

に係る連結財務諸表から適用できることになったことに

伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を

適用している。これにより税金等調整前当期純利益は

1,935百万円減少している。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除している。

　　　　　　　　 ────────

表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

（損益計算書）

　営業外費用のうち、債権流動化にかかる費用は、当連

結会計年度において金額的重要性が高まったことにより

「債権譲渡損」として区分掲記している。

　なお、前連結会計年度における「債権譲渡損」の金額

は、94百万円である。

　　　　　　　　 ────────

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成17年3月31日)

当連結会計年度
(平成18年3月31日)

(1) 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとお

りである。(※１)

(1) 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとお

りである。(※１)

投資有価証券(株式) 821百万円

投資その他の資産その他

(出資金)
14百万円

投資有価証券(株式) 985百万円

投資その他の資産その他

(出資金)
33百万円

(2) 担保資産及び担保付債務 (2) 担保資産及び担保付債務

①　担保に供している資産(※２) ①　担保に供している資産(※２)

建物 51百万円

土地 408百万円

投資有価証券 302百万円

計 762百万円

建物 147百万円

土地 196百万円

投資有価証券 336百万円

計 680百万円

②　担保付債務(※３) ②　担保付債務(※３)

借入金 705百万円 借入金 271百万円
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前連結会計年度
(平成17年3月31日)

当連結会計年度
(平成18年3月31日)

(3) 偶発債務 (3) 偶発債務

①　保証債務 4,852百万円 ①　保証債務 4,857百万円

　連結会社以外の会社の金融機関借入金等に対する債

務保証であり、その主な保証先は次のとおりである。

　連結会社以外の会社の金融機関借入金等に対する債

務保証であり、その主な保証先は次のとおりである。

㈱サステック 3,145百万円

大和鋼材㈱ 636百万円

Siam Tinplate Co.,Ltd. 341百万円

サントク精研㈱ 257百万円

その他(5社) 471百万円

㈱サステック 2,952百万円

大和鋼材㈱ 618百万円

テック物流㈱ 238百万円

サントク精研㈱ 235百万円

その他(5社) 813百万円

　保証債務の金額には保証予約も含まれており、全残

高のうち保証予約の金額は642百万円である。

　保証債務の金額には保証予約も含まれており、全残

高のうち保証予約の金額は618百万円である。

また当社の債務保証を他社が再保証している場合に

は、当該再保証控除後の当社の負担額を記載している。

②　瑕疵担保責任 4,410百万円 ②　瑕疵担保責任  

 

 

瑕疵担保責任については、当連結会計年度より保証

債務に含めて表示している。

なお、当連結会計年度末の保証債務に含まれる瑕疵

担保責任は369百万円である。

(4) 受取手形割引高 2,889百万円

受取手形裏書譲渡高 2,631百万円
(4) 受取手形割引高 1,843百万円

受取手形裏書譲渡高 1,209百万円

(5) 期末における発行済株式の総数(※４) (5) 期末における発行済株式の総数(※４)

普通株式 117,838千株

種類株式Ａ 16,963千株

種類株式Ｂ 1,500千株

普通株式 117,838千株

種類株式Ａ 16,963千株

種類株式Ｂ 1,500千株

(6) 連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する自

己株式の数は普通株式108,257株である。(※５)

(6) 連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する自

己株式の数は普通株式130,313株である。(※５)

(7) 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権であり、このうち担保資産処分等による回収見込額

は199百万円である。(※６)

(7) 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権であり、このうち担保資産処分等による回収見込額

は196百万円である。(※６)

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

(1) 特別利益

固定資産売却益(※２)

　主に当社が社宅として使用している土地、建物の売却

益である。

(1) 特別利益

償却債権取立益(※１)

　平成８年度に行った滞留債権等整理の一環として貸倒

償却した債権に係る取立益である。

 (2）特別損失

固定資産売却損（※３）

　主として連結子会社が賃貸施設として保有していた倉

庫の売却損である。

 (2）特別損失

固定資産売却損（※３）

　主として連結子会社が賃貸施設として保有していた倉

庫の売却損である。
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前連結会計年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

減損損失（※４)

　当連結会計年度において以下の資産グループについて

減損損失を計上した。

減損損失（※４)

　当連結会計年度において以下の資産グループについて

減損損失を計上した。

用途 種類 場所 減損損失

事業資産
（ゴルフ場他）

建物及び構築物他 熊本県他 528百万円

土地 熊本県 769百万円

ファイナンスリー
ス取引により使用
している資産

熊本県他 170百万円

遊休資産
建物及び構築物 山形県 63百万円

土地他 群馬県他 403百万円

用途 種類 場所 減損損失

事業資産
（スポーツクラブ）

建物及び構築物他 千葉県他 121百万円

遊休資産 土地他 愛知県 255百万円

賃貸資産 土地 埼玉県 129百万円

　当社は、資産を事業資産、共用資産、賃貸資産、遊休

資産にグループ化し、事業資産については、さらに事業

の種類別（鋼材の販売及び原燃料・非鉄・機材の販売）

に区分しており、賃貸資産及び遊休資産については、そ

れぞれ個別の物件ごとに区分している。連結子会社は、

事業資産、遊休資産にグループ化し、事業資産について

は、各社を一つの単位とし、遊休資産については、それ

ぞれ個別の物件ごとに区分している。

　事業資産については、ゴルフ場経営等において、営業

損益の悪化が見られると同時に短期間において業績の回

復が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。

　遊休資産については、帳簿価額に対し時価の著しく下

落した物件について、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。

　なお、当該資産の回収可能価額は、事業資産について

は使用価値または正味売却価額により、遊休資産につい

ては正味売却価額により測定している。使用価値は、将

来キャッシュ・フローを当社の税引前加重平均資本コス

ト（割引率：3.5％）で割り引いて算定しており、正味

売却価額は、固定資産税評価額をもとに処分費用見込額

を差し引いて算定している。

　当社は、資産を事業資産、共用資産、賃貸資産、遊休

資産にグループ化し、事業資産については、さらに事業

の種類別（鋼材の販売及び原燃料・非鉄・機材の販売）

に区分しており、賃貸資産及び遊休資産については、そ

れぞれ個別の物件ごとに区分している。連結子会社は、

事業資産、遊休資産にグループ化し、事業資産について

は、各社を一つの単位とし、遊休資産については、それ

ぞれ個別の物件ごとに区分している。

　事業資産については、スポーツクラブ経営において、

営業損益の悪化が見られると同時に短期間において業績

の回復が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上

した。

　遊休資産については、帳簿価額に対し時価の著しく下

落した物件について、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。

当該資産については福利厚生施設として共用資産にグ

ルーピングしていたものが、著しい老朽化により当連結

会計年度において使用を中止し、将来もその使用が見込

まれないことから遊休資産へとグルーピングを変更した

ものである。

 賃貸資産については、当該資産に係る時価の著しい下

落等により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上した。

　なお、当該資産の回収可能価額は、事業資産について

は使用価値により、遊休資産及び賃貸資産については正

味売却価額により測定している。使用価値は、将来キャッ

シュ・フローを当社の税引前加重平均資本コスト（割引

率：3.5％）で割り引いて算定しており、正味売却価額

は、不動産鑑定評価額または固定資産税評価額をもとに

処分費用見込額を差し引いて算定している。

固定資産評価損（※５）

　連結会社間における土地等売買に伴う未実現損失であ

る。

固定資産評価損（※５）

　連結会社間における土地等売買に伴う未実現損失であ

る。
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前連結会計年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給額（※６）

平成18年3月開催の取締役会および監査役の協議にお

いて、平成18年6月下旬開催予定の第29回定時株主総会

終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止する旨を

決議し、併せて廃止時点まで在任する役員に対しては、

その廃止時点までの期間につき従前の役員退職慰労金規

定を適用して退任時に打切り支給する旨を決議したこと

に伴い、当該打切り支給額を計上したものである。

債務保証損失引当金繰入額（※７)

　当社が債務保証している保証先の財政状態が著しく悪

化したことから、今後見込まれる債務の履行に伴う求償

債権について回収不能見込み額を計上したものである。

債務保証損失引当金繰入額（※７)

　当社が債務保証している保証先の財政状態が著しく悪

化したことから、今後見込まれる債務の履行に伴う求償

債権について回収不能見込み額を計上したものである。

事業整理損（※８)

　当社の連結子会社における一部事業所の閉鎖費用であ

る。

事業整理損（※８)

　当社の連結子会社における一部事業所の閉鎖費用であ

る。

本社移転損失（※９)

　当社の本社移転に伴い発生する損失のうち、固定資産

除却損及び原状回復費用に係るものである。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

現金及び預金勘定 13,090百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △417百万円

現金及び現金同等物 12,673百万円

現金及び預金勘定 14,058百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △679百万円

現金及び現金同等物 13,378百万円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

(借主側)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(借主側)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

減損損失
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

3,115 1,474 16 1,625

器具備品 1,530 953 120 456

その他 351 203 ― 147

合計 4,997 2,631 136 2,229

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

減損損失
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

3,041 1,397 15 1,628

器具備品 1,386 787 79 520

その他 289 200 ― 88

合計 4,717 2,386 94 2,236

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 531百万円

１年超 1,901百万円

合計 2,433百万円

１年以内 573百万円

１年超 1,861百万円

合計 2,435百万円

リース資産減損勘定期末残高 リース資産減損勘定期末残高

100百万円 74百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 706百万円

リース資産減損勘定の取崩額 69百万円

減価償却費相当額 606百万円

支払利息相当額 114百万円

減損損失 170百万円

支払リース料 686百万円

リース資産減損勘定の取崩額 26百万円

減価償却費相当額 596百万円

支払利息相当額 101百万円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっている。

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっている。
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②　有価証券

前連結会計年度(自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

株式 1,523 4,202 2,678

小計 1,523 4,202 2,678

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

株式 1,533 1,262 △270

小計 1,533 1,262 △270

合計 3,057 5,464 2,407

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円)
売却益の合計
(百万円)

売却損の合計
(百万円)

764 209 23

３　時価評価されていない有価証券

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) 非連結子会社及び関連会社株式  

非上場株式 821

小計 821

(2) その他有価証券  

非上場株式 2,326

小計 2,326

合計 3,147

当連結会計年度(自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

株式 2,698 7,282 4,583

小計 2,698 7,282 4,583

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

株式 26 19 △7

小計 26 19 △7

合計 2,725 7,301 4,576

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円)
売却益の合計
(百万円)

売却損の合計
(百万円)

346 47 108

３　時価評価されていない有価証券

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) 非連結子会社及び関連会社株式  

非上場株式 985

小計 985

(2) その他有価証券  

非上場株式 2,247

小計 2,247

合計 3,232
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

(1) 取引の内容及び利用目的
　当社及び連結子会社(以下、当社グループ)において利
用しているデリバティブ取引は、通貨関連では、当社に
おいて輸出入取引に係る外貨建金銭債権債務の為替変動
リスクを回避し採算を確定するため、取引の発生の都度、
決済に必要な外貨額について先物為替予約取引を行って
いる。
　金利関連では、主に当社において、借入金等金融取引
に係る支払利息の負担軽減または金利変動リスクの回避
を目的とした金利スワップ取引を行っている。
　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ
ている。

(1) 取引の内容及び利用目的
　当社及び連結子会社(以下、当社グループ)において利
用しているデリバティブ取引は、通貨関連では、当社に
おいて輸出入取引に係る外貨建金銭債権債務の為替変動
リスクを回避し採算を確定するため、取引の発生の都度、
決済に必要な外貨額について先物為替予約取引を行って
いる。
　金利関連では、主に当社において、借入金等金融取引
に係る支払利息の負担軽減または金利変動リスクの回避
を目的とした金利スワップ取引を行っている。
　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ
ている。

（イ）ヘッジ手段とヘッジ対象 （イ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債権債務及び予定取引

金利スワップ 借入金

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債権債務及び予定取引

金利スワップ 借入金

（ロ）ヘッジ方針
　当社は、上記(1)に記載のとおり、先物為替予約
取引及び金利スワップ取引を、いずれも実需に伴う
取引に限定して行っている。
　なお、実行管理は当社の社内規程「デリバティブ
取引管理規程」に基づき行っている。

（ロ）ヘッジ方針
　当社は、上記(1)に記載のとおり、先物為替予約
取引及び金利スワップ取引を、いずれも実需に伴う
取引に限定して行っている。
　なお、実行管理は当社の社内規程「デリバティブ
取引管理規程」に基づき行っている。

（ハ）ヘッジ有効性評価の方法
　事前テストは回帰分析等の統計的手法、事後テス
トは比率分析等により実施している。

（ハ）ヘッジ有効性評価の方法
　事前テストは回帰分析等の統計的手法、事後テス
トは比率分析等により実施している。

(2) 取引に対する取組方針、取引に係るリスクの内容
　当社グループは、デリバティブ取引を、上記(1)記載
内容の実需に伴う取引に限定しており、売買差益を目的
とした投機目的の取引は行っていない。
　なお、先物為替予約取引には為替相場の変動によるリ
スクを有し、金利スワップ取引には市場金利の変動によ
るリスクを有しているが、当社グループが行っているデ
リバティブ取引がいずれも実需に伴うものであり、市場
変動リスクの回避を目的としているため、当社グループ
の市場変動リスクを軽減し経営を安定させる役割を果た
している。
　また、先物為替予約取引及び金利スワップ取引の契約
先は、いずれも信用度の高い国内の金融機関であるため
相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクはないと
判断している。

(2) 取引に対する取組方針、取引に係るリスクの内容
　当社グループは、デリバティブ取引を、上記(1)記載
内容の実需に伴う取引に限定しており、売買差益を目的
とした投機目的の取引は行っていない。
　なお、先物為替予約取引には為替相場の変動によるリ
スクを有し、金利スワップ取引には市場金利の変動によ
るリスクを有しているが、当社グループが行っているデ
リバティブ取引がいずれも実需に伴うものであり、市場
変動リスクの回避を目的としているため、当社グループ
の市場変動リスクを軽減し経営を安定させる役割を果た
している。
　また、先物為替予約取引及び金利スワップ取引の契約
先は、いずれも信用度の高い国内の金融機関であるため
相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクはないと
判断している。

(3) 取引に係るリスク管理体制
　通貨関連では、当社が行う輸出入取引に係る先物為替
予約取引については、決裁責任者、取引限度額、処理手
続、報告義務等が定められた社内規定「職務権限規程」
及びこれをうけた「営業事務処理要領」に基づき実行管
理している。なお、輸出入取引以外の取引に係る為替変
動リスクに対しては、社内規定「デリバティブ取引管理
規程」を置きリスク管理を行っている。
　金利関連では、当社が行うデリバティブ取引は、社内
規定「デリバティブ取引管理規程」に基づき実行管理さ
れており、当該規定では、デリバティブ取引の利用目的、
利用範囲の限定、取引相手方の選定基準、執行手続、取
引実行後のリスク管理および報告体制が明記されている。
　取引の実施に当たっては、取引の基本方針について取
締役会に付議し、承認された基本方針に基づき、具体的
手法、時期、金額等について担当役員の決裁を得て財務
部長が実行しており、あわせて取引内容、取引残高等の
取引状況を担当役員・取締役会に定期的に報告すること
としている。

(3) 取引に係るリスク管理体制
　通貨関連では、当社が行う輸出入取引に係る先物為替
予約取引については、決裁責任者、取引限度額、処理手
続、報告義務等が定められた社内規定「職務権限規程」
及びこれをうけた「営業事務処理要領」に基づき実行管
理している。なお、輸出入取引以外の取引に係る為替変
動リスクに対しては、社内規定「デリバティブ取引管理
規程」を置きリスク管理を行っている。
　金利関連では、当社が行うデリバティブ取引は、社内
規定「デリバティブ取引管理規程」に基づき実行管理さ
れており、当該規定では、デリバティブ取引の利用目的、
利用範囲の限定、取引相手方の選定基準、執行手続、取
引実行後のリスク管理および報告体制が明記されている。
　取引の実施に当たっては、取引の基本方針について取
締役会に付議し、承認された基本方針に基づき、具体的
手法、時期、金額等について担当役員の決裁を得て財務
部長が実行しており、あわせて取引内容、取引残高等の
取引状況を担当役員・取締役会に定期的に報告すること
としている。

２　取引の時価等に関する事項

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているため、前連結会計年度(自 平成16年4月1日至 
平成17年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)において該当事項はない。
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④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、平成16年7月より確定給付型の企業年金制度

として、給付利率を市場金利に連動させるキャッシュバ

ランスプランを設けており、同制度において退職給付信

託を設定している。

　また、国内連結子会社は確定給付型の制度として、主

として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてい

る。

　なお、当社は、厚生年金基金の代行部分について、平

成14年7月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の

認可、及び平成16年7月1日に過去分資産返還ならびに新

企業年金制度への移行の認可を受け、同年12月3日に過

去分資産を返還している。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の企業年金制度として、給付利率

を市場金利に連動させるキャッシュバランスプランを設

けており、同制度において退職給付信託を設定している。

　また、国内連結子会社は確定給付型の制度として、主

として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてい

る。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

(1) 退職給付債務 △10,383百万円

(2) 年金資産 7,193百万円

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) △3,189百万円

(4) 会計基準変更時差異の

未処理額
2,992百万円

(5) 未認識数理計算上の差異 1,411百万円

(6) 連結貸借対照表計上額純額

(3)+(4)+(5)
1,214百万円

(7) 前払年金費用 1,627百万円

(8) 退職給付引当金(6)-(7) △413百万円

(1) 退職給付債務 △10,119百万円

(2) 年金資産 8,864百万円

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) △1,254百万円

(4) 会計基準変更時差異の

未処理額
2,693百万円

(5) 未認識数理計算上の差異 3百万円

(6) 連結貸借対照表計上額純額

(3)+(4)+(5)
1,442百万円

(7) 前払年金費用 1,779百万円

(8) 退職給付引当金(6)-(7) △337百万円

（注）　連結子会社においては、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用している。

（注）　連結子会社においては、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用している。

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 198百万円

(2) 利息費用 222百万円

(3) 期待運用収益 153百万円

(4) 会計基準変更時差異の

費用処理額
299百万円

(5) 数理計算上の差異の

費用処理額
147百万円

(6) 過去勤務債務償却 788百万円

(7) 簡便法による退職給付費用 255百万円

(8) 退職給付費用

(1)+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)
180百万円

(1) 勤務費用 195百万円

(2) 利息費用 180百万円

(3) 期待運用収益 163百万円

(4) 会計基準変更時差異の

費用処理額
299百万円

(5) 数理計算上の差異の

費用処理額
185百万円

(6) 簡便法による退職給付費用 112百万円

(7) 退職給付費用

(1)+(2)-(3)+(4)+(5)+(6)
809百万円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 割引率 2.0％

(2) 期待運用収益率 2.5％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 発生時に一括

(5) 数理計算上の差異の処理年数 11年

(6) 会計基準変更時差異の処理年数 15年

(1) 割引率 1.9％

(2) 期待運用収益率 2.5％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4) 数理計算上の差異の処理年数 11年

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
(平成17年3月31日)

当連結会計年度
(平成18年3月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(繰延税金資産)  

貸倒引当金損金算入限度超過額 809百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 293百万円

減損損失 786百万円

商品評価損 173百万円

ゴルフ会員権評価損 316百万円

退職給付引当金 145百万円

繰越欠損金 5,432百万円

固定資産未実現利益 253百万円

その他 870百万円

繰延税金資産小計 9,080百万円

評価性引当額 △1,819百万円

繰延税金資産合計 7,261百万円

(繰延税金負債)  

未収配当金 △16百万円

前払年金費用 △336百万円

その他有価証券評価差額金 △885百万円

その他 △16百万円

繰延税金負債合計 △1,256百万円

繰延税金資産の純額 6,005百万円

(繰延税金資産)  

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,031百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 360百万円

減損損失 1,064百万円

商品評価損 264百万円

ゴルフ会員権評価損 304百万円

繰越欠損金 1,986百万円

棚卸資産未実現利益 177百万円

固定資産未実現利益 279百万円

その他 992百万円

繰延税金資産小計 6,461百万円

評価性引当額 △1,919百万円

繰延税金資産合計 4,541百万円

(繰延税金負債)  

未収配当金 △21百万円

前払年金費用 △404百万円

その他有価証券評価差額金 △1,774百万円

その他 △13百万円

繰延税金負債合計 △2,213百万円

繰延税金資産の純額 2,328百万円

（注）　平成17年3月31日現在の繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

（注）　平成18年3月31日現在の繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

流動資産－繰延税金資産 2,794百万円

固定資産－繰延税金資産 3,213百万円

流動負債－その他 △0百万円

固定負債－その他 △3百万円

流動資産－繰延税金資産 2,876百万円

固定資産－繰延税金資産 394百万円

流動負債－その他 △0百万円

固定負債－その他 △942百万円
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日)

 
鋼材

(百万円)

原燃料・
非鉄・機材
(百万円)

その他
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に

対する売上高
797,484 192,690 18,288 1,008,463 ― 1,008,463

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
24 44 1,184 1,253 (1,253) ―

計 797,509 192,735 19,472 1,009,717 (1,253) 1,008,463

営業費用 786,622 191,167 19,488 997,279 (1,359) 995,919

営業利益または

営業損失（△）
10,886 1,567 △15 12,438 105 12,544

Ⅱ　資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支出
      

資産 285,246 45,415 4,709 335,371 7,797 343,169

減価償却費 1,008 100 91 1,200 (29) 1,170

減損損失 446 21 1,468 1,935 ― 1,935

資本的支出 1,604 93 139 1,838 (25) 1,812

　（注）１　事業区分は、取引形態及び主要な取扱商品により、鋼材、原燃料・非鉄・機材、その他に区分している。

２　各事業の主な取扱商品等

①鋼材……………………………鉄鋼製品の販売。

主な取扱商品は以下のとおりである。

Ｈ形鋼、鉄筋用棒鋼、厚中板、熱延薄板、冷延薄板、表面処理鋼板、鋼管杭、

土木建材、ステンレス、建築工事等

②原燃料・非鉄・機材…………原燃料、非鉄金属製品、機材の販売。

主な取扱商品は以下のとおりである。

鉄鉱石、原料炭、鋼屑、半成品、伸鉄材、石油、バンカーオイル、ステンレス

屑、機械、機械部品等

③その他…………………………スポーツ施設の経営、旅行業、ソフトウェアの製作及び販売等

３　当連結会計年度において、配賦不能営業費用はない。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での現金及び預金8,100百万円である。
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当連結会計年度(自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日)

 
鋼材

(百万円)

原燃料・
非鉄・機材
(百万円)

その他
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に

対する売上高
880,389 195,981 20,134 1,096,506 ― 1,096,506

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
21 6 1,192 1,221 (1,221) ―

計 880,411 195,988 21,327 1,097,727 (1,221) 1,096,506

営業費用 869,611 193,682 20,774 1,084,068 (1,373) 1,082,694

営業利益 10,800 2,305 553 13,658 152 13,811

Ⅱ　資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支出

資産 293,854 40,804 6,056 340,715 8,618 349,333

減価償却費 1,093 83 21 1,198 (33) 1,165

減損損失 354 31 121 507 ― 507

資本的支出 879 100 53 1,033 ― 1,033

　（注）１　事業区分は、取引形態及び主要な取扱商品により、鋼材、原燃料・非鉄・機材、その他に区分している。

２　各事業の主な取扱商品等

①鋼材……………………………鉄鋼製品の販売。

主な取扱商品は以下のとおりである。

Ｈ形鋼、鉄筋用棒鋼、厚中板、熱延薄板、冷延薄板、表面処理鋼板、鋼管杭、

土木建材、ステンレス、建築工事等

②原燃料・非鉄・機材…………原燃料、非鉄金属製品、機材の販売。

主な取扱商品は以下のとおりである。

鉄鉱石、原料炭、鋼屑、半成品、伸鉄材、石油、バンカーオイル、ステンレス

屑、機械、機械部品等

③その他…………………………スポーツ施設の経営、旅行業、ソフトウェアの製作及び販売等

３　当連結会計年度において、配賦不能営業費用はない。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での現金及び預金9,014百万円である。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日)

 
日本

(百万円)
アジア地域
(百万円)

北米地域
(百万円)

その他の
地域

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に

対する売上高
947,083 37,921 22,202 1,255 1,008,463 ― 1,008,463

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
18,758 401 3 ― 19,163 (19,163) ―

計 965,841 38,323 22,206 1,255 1,027,626 (19,163) 1,008,463

営業費用 954,816 37,095 21,938 1,172 1,015,022 (19,103) 995,919

営業利益 11,025 1,227 268 83 12,603 (59) 12,544

Ⅱ　資産 325,346 19,234 5,991 3,335 353,907 (10,737) 343,169

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

①　アジア地域……中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム

②　北米地域………米国、メキシコ

③　その他の地域…オランダ、豪州、ロシア

３　当連結会計年度において、配賦不能営業費用はない。

当連結会計年度(自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日)

 
日本

(百万円)
アジア地域
(百万円)

北米地域
(百万円)

その他の
地域

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に

対する売上高
1,011,006 54,906 26,790 3,802 1,096,506 ― 1,096,506

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
23,796 618 34 ― 24,448 (24,448) ―

計 1,034,802 55,524 26,825 3,802 1,120,955 (24,448) 1,096,506

営業費用 1,023,474 54,102 26,388 3,143 1,107,108 (24,413) 1,082,694

営業利益 11,328 1,422 437 658 13,846 (35) 13,811

Ⅱ　資産 320,850 26,386 6,308 7,315 360,861 (11,527) 349,333

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

①　アジア地域……中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム

②　北米地域………米国、メキシコ

③　その他の地域…オランダ、豪州、ロシア

３　当連結会計年度において、配賦不能営業費用はない。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度(自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日)

 アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 158,947 26,076 9,016 194,040

Ⅱ　連結売上高(百万円)    1,008,463

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合(％)
15.8 2.6 0.9 19.3

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

①　アジア地域……中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム

②　北米地域………米国、メキシコ

③　その他の地域…豪州、ロシア

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

当連結会計年度(自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日)

 アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 172,308 32,342 16,791 221,442

Ⅱ　連結売上高(百万円)    1,096,506

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合(％)
15.7 3.0 1.5 20.2

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

①　アジア地域……中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム

②　北米地域………米国、メキシコ

③　その他の地域…豪州、ロシア

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度(自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日)

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権
等の
所有
割合
(％)

議決権
等の
被所有
割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他

の関係

会社

新日本

製鐵㈱

東京都

千代田区
419,524

鉄鋼製

品等の

製造、

販売及

びエン

ジニア

リング

直接

0.0

直接

37.2

間接

1.9

転籍1人

兼任1人

各種鉄鋼

製品の仕

入並びに

原燃料等

の販売

各種鉄鋼製

品の仕入
341,760

支払手形

及び買掛

金

12,916

原燃料及び

機械等の販

売

57,583 売掛金 14,387

（取引条件ないし取引条件の決定方針等）

各種鉄鋼製品の仕入、原燃料及び機械等の販売の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっ

ている。

　（注）金額のうち、「取引金額」には消費税等は含まれておらず、債権債務の「期末残高」については消費税等を含ん

でいる。

(2) 兄弟会社等

属性 会社名 住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権
等の
被所有
割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他

の関係

会社の

子会社

新日鐵住金

ステンレス

㈱

(新日本製

鐵㈱の子会

社)

東京都

中央区
5,000

ステンレ

ス鋼の製

造、販売

― ―

各種鉄鋼

製品の仕

入並びに

非鉄類等

及び各種

鉄鋼製品

の販売

各種鉄鋼製

品の仕入
64,626 買掛金 14,513

非鉄類及び

各種鉄鋼製

品の販売

67,832 売掛金 11,463

日鐵建材工

業㈱

(新日本製

鐵㈱の子会

社)

東京都

江東区
5,912

各種鉄鋼

製品の製

造並びに

販売、請

負工事

直接1.1 兼任1人

各種鉄鋼

製品の仕

入並びに

販売

各種鉄鋼製

品の仕入
26,142 買掛金 8,347

各種鉄鋼製

品の販売
19,100

受取手形

及び売掛

金

5,987

三井物産金

属原料㈱

(三井物産

㈱の子会

社)

東京都

千代田区
381

製鋼原料

の卸売
― ―

非鉄類の

仕入並び

に販売

非鉄類の仕

入
14,860 買掛金 4,306

（取引条件ないし取引条件の決定方針等）

記載3社との鉄鋼製品等の仕入、販売の取引条件は、いずれも当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によって

いる。

　（注）金額のうち、「取引金額」には消費税等は含まれておらず、債権債務の「期末残高」については消費税等を含ん

でいる。
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当連結会計年度(自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日)

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権
等の
所有
割合
(％)

議決権
等の
被所有
割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他

の関係

会社

新日本

製鐵㈱

東京都

千代田区
419,524

鉄鋼製

品等の

製造、

販売及

びエン

ジニア

リング

直接

0.0

直接

37.2

間接

1.9

転籍2人

兼任1人

各種鉄鋼

製品の仕

入並びに

原燃料等

の販売

各種鉄鋼製

品の仕入
389,238

支払手形

及び買掛

金

60,803

原燃料及び

機械等の販

売

56,813

受取手形

及び売掛

金

11,830

（取引条件ないし取引条件の決定方針等）

各種鉄鋼製品の仕入、原燃料及び機械等の販売の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっ

ている。

　（注）金額のうち、「取引金額」には消費税等は含まれておらず、債権債務の「期末残高」については消費税等を含ん

でいる。

(2) 兄弟会社等

属性 会社名 住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権
等の
被所有
割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他

の関係

会社の

子会社

 

 

 

新日鐵住金

ステンレス

㈱

(新日本製

鐵㈱の子会

社)

東京都

中央区
5,000

ステンレ

ス鋼の製

造、販売

― ―

各種鉄鋼

製品の仕

入並びに

非鉄類等

及び各種

鉄鋼製品

の販売

各種鉄鋼製

品の仕入
61,385

支払手形

及び買掛

金

14,028

非鉄類及び

各種鉄鋼製

品の販売

59,010

受取手形

及び売掛

金

7,798

日鐵建材工

業㈱

(新日本製

鐵㈱の子会

社)

東京都

江東区
5,912

各種鉄鋼

製品の製

造並びに

販売、請

負工事

直接1.1 ―

各種鉄鋼

製品の仕

入並びに

販売

各種鉄鋼製

品の仕入
28,401

支払手形

及び買掛

金

7,827

各種鉄鋼製

品の販売
23,564

受取手形

及び売掛

金

6,334

（取引条件ないし取引条件の決定方針等）

記載2社との鉄鋼製品等の仕入、販売の取引条件は、いずれも当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によって

いる。

　（注）金額のうち、「取引金額」には消費税等は含まれておらず、債権債務の「期末残高」については消費税等を含ん

でいる。

（重要な後発事象）

　該当事項はない。
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