
 

平成 18 年 12 月 19 日 

 

 

各  位 

 

会 社 名 共英製鋼株式会社 

代表者名 代表取締役社長 高島 秀一郎 

(コード番号：5440 東証第一部・大証第一部）

問合せ先 取締役常務執行役員 川崎 孝二

    （TEL: 06-6346-5221）

 

 

 

東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 

 

 当社は、本日、平成 18 年 12 月 19 日に東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に 

上場いたしました。 

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

以  上 

 



平成 19 年３月期    中間決算短信（連結）          平成 18 年 12 月 19 日 
上 場 会 社 名        共英製鋼株式会社                  上場取引所  東証第一部・大証第一部 
コ ー ド 番 号           ５４４０                       本社所在都道府県  大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.kyoeisteel.co.jp/  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 高島 秀一郎 
問合せ先責任者 役職名 執行役員本社経理部長 氏名 島 芳弘   ＴＥＬ(06)6346－5221 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 14 日 
親会社等の名称  住友金属工業株式会社（コード番号：5405）親会社等における当社の議決権所有比率 27.8％ 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1) 連結経営成績                                     (注) 記載金額は百万円未満を四捨五入しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

75,686    (  3.4 )
73,166    ( ― )

11,921    (△23.3)
15,549    ( ― )

12,537    (△21.4)
15,946    (  ― )

18 年３月期 149,309         28,613            29,517         
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円 銭 円 銭

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

8,976    ( △1.9)
9,146    (  ― )

251.03
253.35

―
―

18 年３月期 17,412            478.98 ―
(注)①持分法投資損益    18 年９月中間期  955 百万円 17 年９月中間期  775 百万円 18 年３月期 1,606 百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 18 年９月中間期 35,754,890 株 17 年９月中間期 36,102,593 株 18 年３月期 35,928,741 株 
    ③会計処理の方法の変更 無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)連結財政状態 
 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

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

154,177     
141,141   

74,525    
57,699  

48.0 
40.9 

2,071.42
1,598.20

18 年３月期 148,617     66,703    44.9 1,859.88
(注)期末発行済株式数(連結)18 年９月中間期 35,754,890 株 17 年９月中間期 36,102,593 株 18 年３月期 35,754,890 株 
 
(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９月中間期 
17 年９月中間期 

5,002     
7,177   

△1,733    
△45  

△6,751     
△8,449   

7,403    
7,486  

18 年３月期 20,514   218  △18,651   10,885  
(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  ８社  持分法適用非連結子会社数  ―社  持分法適用関連会社数   ３社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規)  ―社 (除外)    ―社    持分法 (新規)   ―社 (除外)   ―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

通   期 153,000   23,000   15,500   
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 371 円 21 銭 
    なお、19 年３月期の１株当たり予想当期純利益は、上場による公募株式数 6,000,000 株を含めた予定期末発行

済株式総数より自己株式 1,843,840 株を控除した 41,754,890 株により算出しており、オーバーアロットメントに
よる売出しに関連する第三者割当増資分（上限 1,300,000 株）が行われた場合の増加株式数は含めておりません。 

※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、今後さ
まざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 

 なお、上記予想に関する事項は添付資料の 8ページを参照下さい。 
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１ 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社、連結子会社８社、持分法適用関連会社３社、非連結子会社１社及び持分法非適用関連

会社６社により構成されており、鉄鋼事業、環境リサイクル事業を主たる事業としております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは以下の通りであります。 

 

事業区分 主要な事業内容 主要な会社 

鉄鋼事業 異形棒鋼、構造用棒鋼、平鋼、山形鋼、Ｉ形

鋼、ネジ節鉄筋（タフネジバー®）、ビレッ
ト（半製品）、コラム（角形鋼管）、鉄筋加

工製品等の鉄鋼製品の仕入、製造、販売及び

運搬事業等 

当社 

＊関東スチール㈱ 

＊共英建材工業㈱ 

＊共英産業㈱ 

＊㈱共英メソナ 

＊共英加工販売㈱

＊＊ビナ･キョウエイ･スチール社 

＊＊中山鋼業㈱ 

＊＊千代田鋼鉄工業㈱ 

チーバイ･インターナショナル･ポート社

共備運輸興業㈱ 

関西棒鋼㈱ 

中部棒鋼㈱ 

九州棒鋼㈱ 

ビナ･ジャパン･エンジニアリング社

環境リサイクル事業 医療廃棄物、産業廃棄物の中間及び最終処

理、再生砕石事業等 

当社 

＊共英産業㈱ 

＊㈱共英メソナ 

＊共英リサイクル㈱ 

＊＊＊㈲キョウエイ環境 

 

その他の事業 土木資材販売業、保険代理店業、金融資産管

理業等 

＊共英産業㈱ 

＊㈱ケイ･ワイコーポレーション 

＊㈲春光社 

 

（注）＊下線は 連結子会社 

   ＊＊印は 持分法適用関連会社 

   ＊＊＊印は 非連結子会社 

   無印は 持分法非適用関連会社 
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 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと以下の通りであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ビナ・キョウエイ・スチール社への役務は、技術指導です。 

＊共販会社では、業界についての情報交換と業界の親睦に係わる業務を行っております。 
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２ 経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、鉄鋼事業を中核とした資源循環型事業を通じて社会と共生し、日本経済と地域社会の発展に

貢献することを経営の基本方針とし、これを経営理念に定めています。この方針の具体的な実現を図るために、

コンプライアンスを徹底する経営風土を作り出すこと、進取と変革を恐れない挑戦する企業風土を醸成すること、

メーカーの原点である現場重視の経営体制を構築することを柱とした行動指針に基づいた組織作りに努め、グル

ープの総力を挙げて取り組んでまいります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

    当社は、当社の企業価値を高めることが株主への利益還元となることであると位置づけ、利益配当金について

は、長期的観点から事業成長と企業体質の強化に必要な内部留保と投資資金確保の必要性と業績動向等を総合的

に勘案し、安定配当の継続を目指してまいります。 

 

(3) 目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略 

平成17年４月には同年度を初年度とする第三次中期経営３ヵ年計画を策定し、その中で当社は中長期成長軌道

へ離陸すべく、目標とすべき経営指標及び電炉メーカーとしてのあるべき姿を掲げております。 

当社の考える成長戦略とは、第一に、業界全体の利益の実現を通じて、当社の利益を図る「利他共栄」の精神

を行動原理に置き、業界再編・統合の基軸カンパニーになることであります。第二に、総合リサイクル企業とし

て、社会の要請に一層応える企業となることであります。そのための目標とすべき経営指標として総資産事業利

益率（ＲＯＡ）の安定的達成と実質無借金となる財務体質の実現を目指しております。また、当社のあるべき姿

としては、マーケットを重視し、最も受け入れられ、最も尊敬され、第一に選好される電炉メーカーとなること

であります。第二に最高の資本効率で、最強のコスト競争力を持つことであります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

鉄鋼事業の収益は、主として需給バランスによって変動する鉄鋼市況に依存しております。当社の属する普通

鋼電炉業界は、主原材料である鉄スクラップ市況が、近年国内の需給バランスよりも、海外マーケットの変動に

大きく左右される傾向にあります。同様に、製品市況もその影響を受けますが、当社の主力製品である鉄筋棒鋼

は、きめ細かなデリバリー、高い製品品質などユーザーからのニーズに迅速かつ的確に応えていることが海外か

らの輸入障壁となっており、輸入品の脅威はあまり大きなものではありませんので、鉄筋棒鋼の市況は主として

国内の需給バランスに左右される傾向にあります。近年、電炉業界では需要に見合った生産と販売体制が浸透し、

再生産投資が可能となる製品価格の維持・改善が安定的に実現できる環境にあります。その中にあって、当社は、

他社に率先して減産・減販体制を構築し、需給の均衡の取れた安定的な市場の形成と、再生産可能な市況を形成

することに腐心してまいりました。これにより、平成18年３月期には過去最高益を実現することができました。 

しかし、依然として国内には37社の同業電炉メーカーが存在しており、公共土木需要が既に縮減、建設需要も

いずれ漸減していくことが予想される中、現在の供給構造のままでは需給均衡を図りうる限界を超える日がいず

れは来るものと認識しております。当社といたしましては、鉄筋棒鋼以外の製品(構造用棒鋼、平鋼、Ｉ形鋼、

山形鋼等)の販売比率を上げ、また、昨今、そのニーズが高まっております高強度鉄筋、ネジ節鉄筋及び継ぎ手

商品など付加価値の高い製品の販売強化にも注力しており、鉄鋼事業の収益の安定化を図っております。更に、

業界構造改善の基軸カンパニーの一社として、再編・統合を通じて事業効率の向上を実現してまいります。
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 環境リサイクル事業につきましては、資源循環型社会の到来により産業廃棄物を適正に処理することが求めら

れる中、当社の電気炉によるクリーンかつ適正な熱溶融処理が取引先からも認知・信頼され、当社での処理ニー

ズはますます高まっております。ただし、電気炉での処理には能力上の制約があり、取引先からの要請に応える

にも限界に近づきつつあります。また、平成17年１月に施行された自動車リサイクル法で廃車の適正処理に関す

る法制度化の下、廃車処理の過程で発生するＡＳＲ(自動車破砕屑)の適正処理に関する社会からの要請が高まっ

ておりました。そこで、当社山口事業所敷地内にガス化溶融炉設備と破砕シュレッダー装置を建設し、産業廃棄

物、ＡＳＲなどの適正処理の増大を図っております。ただし、今般導入したガス化溶融炉は、新しい技術を用い

た設備であり、現状は立ち上がりの操業安定化に腐心している状況であります。早期に操業を安定させ、電炉溶

融とガス化炉との最適結合を安定的に実現し、当社の環境リサイクル事業の発展と一層の社会的貢献を図ってま

いります。 

  
 (5) 親会社等に関する事項 

 ①親会社等の商号等 

（平成18年９月30日現在） 

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 

住友金属工業株式会社

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 

36.2 

株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部

証券会員制法人福岡証券取引所 

証券会員制法人札幌証券取引所 

  

 ②親会社等との関係に関する基本方針 

住友金属工業株式会社は、平成18年９月30日現在で当社発行済み株式の34.4％(当社議決権比率では36.2％)

を保有する当社筆頭株主であります。同社は、高炉生産による鉄鋼事業を主たる事業とし、当社企業グループ

は、電炉生産を中核とする鉄鋼事業の役割を担っております。また、環境リサイクル事業等共通する分野にお

いては生産技術等の連携を一層強化し、シナジー効果を発揮しつつ業績の向上を図ってまいります。 

   なお、その他住友金属工業グループとの関係につきましては、後述の「３ 経営成績及び財政状態 ⑷事業

等のリスク ①住友金属工業グループとの関係について」をご参照下さい。 
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３ 経営成績及び財政状態 

 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間における日本経済は、原油価格の異常なまでの高騰による資材やエネルギー価格の上昇やゼ

ロ金利政策解除による長期金利の上昇等の不安材料を抱えながらも、企業収益の改善、設備投資の増加、雇用情勢

の改善等の影響による個人消費の回復といった景気回復傾向が継続しております。 

 鉄鋼業界全般におきましては本年度上半期の粗鋼生産量は前年同期を上回る5,806万トンとなりましたが、これは

自動車・造船・電機・産業機械を初めとする製造業向けの需要が旺盛であり、鋼板類を主体とした高炉業界はフル

生産体制であったためです。 

一方、当社の属する普通鋼電炉業界にとりましても需要環境に恵まれた状況となりました。公共工事の縮減はあ

るものの、設備投資や個人消費の回復もあり民間建設需要が増加した結果、建設用鋼材需要は昨年を上回りました。

各社とも概ね現行生産シフトでの圧延能力に近い増産体制を採ることになりました。しかし主原料である鉄スクラ

ップ価格は、電炉各社の増産と高炉各社の市中屑調達による増産傾向から、7月から騰勢を高め前年同期に比べて高

値で推移いたしました。 

当社企業グループは、需要に見合った生産・販売に徹し、主力の鉄鋼製品につきましては価格重視の販売政策を

取り、市場が急速に拡大しているネジ節鉄筋につきましては拡販に努めました。連結子会社共英リサイクル㈱での

ガス化溶融炉による廃棄物処理事業につきましては、本設備の製造メーカーである住友金属工業㈱による抜本的な

支援体制の下、設備の改造による早期な安定操業の実現に取り組んでおります。また、平成18年6月において太陽鉄

工㈱の全株式を譲渡し投資有価証券売却益2,362百万円を計上いたしました。 

 この結果、当中間連結会計期間における業績は、連結売上高が75,686百万円（前年同期比3.4％増）、連結経常利

益が12,537百万円（前年同期比21.4％減）、連結中間純利益は8,976百万円（前年同期比1.9％減）となりました。 

 当社グループのセグメント別業績につきましては、鉄鋼事業は製品市況の改善を第一として需要に見合った生

産・販売に徹した結果、販売単価の改善を持続したものの、原料スクラップの上昇が続いたため、売上高は72,253

百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は11,260百万円（前年同期比24.5％減）という結果となりました。環境リ

サイクル事業については、共英リサイクル㈱におけるガス化溶融炉の処理量増加があったものの、当社電気炉にお

ける廃棄物処理をより安全面を重視した操業に徹したため、売上高は4,086百万円（前年同期比6.2％減）、営業利

益は835百万円（前年同期比12.6％減）となり、その他の事業は、売上高が220百万円（前年同期比17.9％減）、営

業利益は31百万円（前年同期比12.3％減）という結果でありました。 

 

 

(2) 財政状態 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ） 資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.8％増加し、67,882百万円となりました。これは、当中間期末日が休日

であった影響等により受取手形及び売掛金が7,416百万円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、86,295百万円となりました。これは、既存設備の維持更

新・生産効率の強化のための設備投資に取り組んだ結果有形固定資産が977百万円増加した一方で、保有株式の一部

売却等により投資その他の資産が1,440百万円減少したことなどによります。 
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 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ3.7％増加し、154,177百万円となりました。 

（ロ） 負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて7.6％増加し、59,217百万円となりました。これは当中間期末日が休日で

あった影響等により支払手形及び買掛金が5,477百万円増加したものの、1年内返済予定長期借入金が1,511百万円、

未払法人税等が1,347百万円減少したことなどによります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べて22.9％減少し、20,434百万円となりました。これは長期借入金が5,470百万

円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.3％減少し、79,651百万円となりました。 

（ハ） 純資産 

 純資産合計は、利益留保による利益剰余金の増加が8,342百万円であったことなどにより、前連結会計年度末の資

本及び少数株主持分の合計に比べて11.1％増加し、74,525百万円となりました。 

 1株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ211円54銭増加し、2,071円42銭となりました。また自己資本比率は、

前連結会計年度末の44.9％から、48.0％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて3,482

百万円減少し、7,403百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。 

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは5,002百万円の収入となり前年同期比2,175百万円の収入の減少となりまし

た。主な内訳としましては、税金等調整前中間純利益14,518百万円、減価償却費2,278百万円、仕入債務の増加額

5,477百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額7,416百万円、法人税等の支払額6,723百万円等による資金

の減少によるものであります。 

（ロ） 投資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・フローは1,733百万円の支出となり、前年同期比1,688百万円の支出の増加となりま

した。主な内訳としましては、預入期間3ヵ月超の定期預金の預入による支出1,185百万円、積極的な設備投資に伴

う有形固定資産の取得による支出2,779百万円と保有株式の売却に伴う投資有価証券の売却による収入2,939百万円

によるものであります。 

（ハ） 財務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・フローは6,751百万円の支出となり、前年同期比1,698百万円の支出の減少となりま

した。主な内訳としましては、短期借入金の増加額704百万円、継続的な有利子負債の削減に伴う長期借入金の返

済による支出6,981百万円、配当金の支払額429百万円によるものであります。 
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当社のキャッシュ・フロー指標等のトレンドは以下の通りであります。 

平成18年３月期 平成19年３月期 
 平成17年３月期 

中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 33.8 40.9 44.9 48.0 

債務償還年数（年） 2.9 2.9 1.5 2.5 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
11.1 10.9 16.1 9.9 

 (注)１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

       ただし、中間期での計算は営業キャッシュ・フローを年額に換算するために２倍にして

おります。 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。また、当社は平成17年3月期より連結財務諸表

を作成しております。 

 

(3) 通期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、国内景気は企業業績の回復に伴う民間設備投資及び個人消費の堅実な増加により、

引き続き回復が続くものと見込まれ、当社の取り扱う主力製品である異形棒鋼については、大都市圏での建設需要

が当面は堅調に推移するものと期待されております。 

その一方で、長期化する様相を呈した原油高によるエネルギーコスト上昇及び主要原料であるスクラップ価格や

各種資材の高騰の影響は深刻であり、米国経済や中国経済の先行きについて不透明感も増しております。 

 このような状況の中、当社グループといたしましては需要に見合った生産に徹して国内市況を維持しつつ、メー

カーの原点であるコスト削減に徹して、収益力の向上を図ってまいります。また成長分野である環境リサイクル事

業については営業力を強化して収益力の更なる向上を図ります。 

業績予想につきましては、中間決算短信（連結・個別）表紙の「19年3月期の業績予想」欄に記載しておりますが、

以下の通りであります。 

 

【連結決算】                                     （百万円）  

区分 
平成19年３月期 
（見込み） 

平成18年３月期 
（実績） 

増減 増減率 

売上高 153,000 149,309 3,691 2.5％

経常利益 23,000 29,517 △6,517 △22.1％

当期純利益 15,500 17,412 △1,912 △11.0％

 

【個別決算】                                      （百万円）  

区分 
平成19年３月期 
（見込み） 

平成18年３月期 
（実績） 

増減 増減率 

売上高 115,000 112,294 2,706 2.4％

経常利益 16,000 20,815 △4,815 △23.1％

当期純利益  10,500 11,881 △1,381 △11.6％
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（4）事業等のリスク 

① 住友金属工業グループとの関係について 

(1) 住友金属工業株式会社との資本関係等について 

平成18年９月30日現在、住友金属工業株式会社は当社発行済み株式の34.4％(当社議決権比率では36.2％)を保

有する当社筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用関連会社であります。上場後も当社は同社の持分法適用関

連会社となる見込みです。しかしながら当社は自ら経営責任を負い、独立した事業経営を行っており、今後もか

かる経営を継続していく方針であります。なお、同社は当社に対して相応の株式保有割合を維持する予定であり、

今後も当社の筆頭株主として、議決権行使等により当社の経営等に影響を及ぼし得る立場にあり、同社の利益は

当社の他の株主の利益と一致しない可能性があります。 

 

(2) 住友金属工業グループとの取引関係について 

当社グループと住友金属グループとの取引については、同社グループの持分法適用会社である住金物産株式会

社(平成18年３月31日現在の住友金属工業株式会社の株式保有割合：42.6％)との間で、鉄鋼製品の主原料である

スクラップ、コラム(角形鋼管)製造の材料であるホットコイル(熱延鋼板)の仕入取引や当社製品の販売取引等が

ありますが、これらの取引はいずれも競争状態にある市場での通常の商取引に基づく条件によっております。 

 

(3) 住友金属工業グループとの人的関係について 

現在の当社役員17名のうち、住友金属工業株式会社の役職員を兼ねる者は２名であり、それぞれの当社におけ

る役職、氏名等は以下の通りであります。 

取締役小島又雄については、住友金属工業株式会社元会長・社長であり、長年鉄鋼ビジネスに身を置いている

ことから、当社事業に関する知見と、経営全般に優れた見識を兼ね備えており、社外者による経営監視によりコ

ーポレート・ガバナンスの強化を図ることを主たる目的として、当社が招聘したものであります。また監査役瀧

井道治については、当社業務内容に精通する者による監査を通じた当社監査役機能強化を目的として、当社が招

聘したものであります。 

 

当社における役職 氏名 住友金属工業株式会社における役職 

取締役(非常勤) 小 島 又 雄 名誉顧問 

監査役(非常勤) 瀧 井 道 治 常務執行役員 

 

(4) 住友金属工業グループとの競合関係について 

住友金属工業グループには、Ｈ形鋼を製造販売する電炉メーカーとして住金スチール株式会社(本社和歌山県

和歌山市)がありますが、当社グループはＨ形鋼の製造販売を事業として営んでおりませんので競合関係にあり

ません。また住友金属工業グループには、ガス化溶融炉にてシュレッダーダスト(ＡＳＲ)を処理する産業廃棄物

処理会社として株式会社住金リサイクル(本社茨城県鹿嶋市)がありますが、当社子会社である共英リサイクル株

式会社(本社山口県山陽小野田市)とは主に輸送コストの面から営業対象エリアは重なり得ないため、競合関係に

ありません。 

 

― 9 ― 



ファイル名：010-200609 企業集団の状況等+  最終印刷日時：12/15/2006 1:41:00 PM 
 

② 市況品であることによる価格変動について 

当社グループの中核事業である鉄鋼事業は、その主たる需要先が建設業界であるため、公共投資が継続的に縮

減していく一方で、民間設備投資・建設需要の堅調な伸びが当面は期待できるものの、構造的な供給能力過剰問

題を抱えております。よって、今後の需要動向次第では、販売量確保のための競争が高じ、販売価格の下落によ

り業績が影響を受ける可能性があります。 

 

③ 原料調達価格の変動について 

中国、韓国をはじめ、近年来急速な経済成長の途上にある東南アジア諸国では、鉄鋼生産が増大しております。

また、国内高炉メーカーのスクラップ購入量増加等の影響で、主原料である鉄スクラップの需給バランスがタイ

トになり原料価格が短期的に高騰する可能性があり、こうした市況の変動により業績が影響を受ける可能性があ

ります。 

 

④ 建設需要の減少傾向による影響について 

成熟した日本経済の下、また、政府の財政逼迫等により、公共事業は年々漸減しております。現在好調な民間

建設需要も、今後大きく伸張することは考えにくく、当社の主力製品である異形棒鋼の需要もそれに伴い減少す

ることが考えられます。減少した需要を当社努力で補完できない場合は、業績への影響を受ける可能性がありま

す。 

 

⑤ 原油価格の高騰による影響について 

世界的な原油価格の高騰による影響については、当社が製造工程(主として加熱炉の燃料として使用)で使用す

る灯油価格上昇の可能性があります。また当社の電力会社との契約では、電力会社の原料価格が上昇した場合に

電力代金が一部連動して単価上昇となる条項がありますので、電力代金上昇の可能性があります。また原油価格

が高騰した場合、エネルギー全般の価格騰勢が予想され加熱炉の燃料として使用する天然ガス価格の上昇の可能

性があります。また当社グループの販売管理費のうち、約６割を占める発送運賃については大部分がトラックに

よる運送ですので原油価格の上昇によるガソリン価格の上昇が、当社グループが支払う発送運賃の上昇に繋がる

可能性があります。以上の要因が当社の業績に影響を与える可能性があります。間接的には、原油価格の高騰が

更に続いた場合、経済成長率を鈍化させ、建設需要を減少させる可能性があります。 

 

⑥ 輸入鋼材増大による影響について 

中国を中心に鉄鋼生産設備増強が進んでいるため、中国国内の需給バランスが大きく崩れた場合、供給余力の

捌け口として日本市場への輸出が増える可能性があり、この場合、販売量の減少、価格の低下によって当社業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 関連会社所在国のカントリーリスクについて 

当社は、ベトナムに関係会社を所有しており、現在は順調に操業いたしておりますが、突発的な政情不安、自

然災害、あるいは労働災害等により操業停止等の事態に陥る可能性があります。日本とは経済事情や商習慣も異

なるため、そのような場合には、復旧に予想外に時間がかかることも想定され、その結果当社グループの業績が

影響を受ける可能性があります。 
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⑧ 自然災害や停電による影響について 

当社グループの工場が、大規模な地震、台風等の自然災害に見舞われた場合、操業停止に陥る可能性がありま

す。当社グループの工場の多くは、臨海または河川付近の工業地帯に位置し、水害に注意を要します。また、今

世紀前半中にも発生するといわれている東南海・南海地震等(注)が発生した場合、工場操業に影響を受けること

が予想されます。 

また当社工場所在地での停電の影響については、日本の現在の電力事情では当社工場が所在する大都市近郊に

おいて、大規模停電の起こる確率は非常に小さいと判断しておりますが、工場操業中に停電となった場合、溶解

中の電気炉、連続鋳造機工程、圧延工程は休止せざるを得ず、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

(注：当該地域を震源とする大地震は周期性があり、21世紀前半にも再発生する可能性が高いとされております。

政府の地震調査研究推進本部の予測によると、2030年までに発生する確率は80～90％であるとされています。出

処：「南海トラフの地震の長期評価について」地震調査研究推進本部 地震調査委員会 平成13年９月27日) 

 

⑨ 設備の故障や事故等による操業停止・損失発生の可能性について 

当社グループにおきましては、高電圧の電力使用による電気炉操業が製造の中核工程であり、その心臓部とも

いえる電炉トランスが何らかの事由により故障した場合、操業に大きな支障をきたします。各工場とも日々の設

備管理を綿密に行い、滞りなく生産を行っておりますが、中には使用開始後数十年が経過する古い設備も存在し

ます。また、比較的新しい設備であっても、調整ミスあるいは不可抗力により不具合もしくは故障が発生する可

能性があり、事故や故障の規模によっては操業停止により業績に影響を受ける可能性があります。また、電気炉

で高温溶融する鉄スクラップの選別には、収集業者への指導と受入れ条件の徹底、当社事業所での受入れ検査に

よる異材混入の排除に努めておりますが、水分を含んだ密閉容器の混入などにより、電気炉操業時に水蒸気爆発

が発生し、設備の破壊、操業の停止に至った場合、業績に影響を受ける可能性があります。 

 

⑩ 大気汚染物質の排出規制について 

当社グループが行っております鉄鋼事業及び環境リサイクル事業は、いずれも大規模な設備を必要とし、処理

に伴って煙や煤塵が発生します。今後、大気汚染物質に関する研究が進み、排出規制等に変更が生じる可能性は

否定できず、その結果、新たな対応の必要が生じた場合には、設備の導入等に伴う出費の増加により業績に影響

を受ける可能性があります。 

 

⑪ 産業廃棄物の取扱いに関する規制 

現在、当社グループでは感染性医療廃棄物を含む産業廃棄物の処理を事業として手掛けており、許可品目数は

49種に上ります。当然のことながら、その取扱いにつきましては、安全に処理するためのシステムを確立し、

日々の操業にも細心の注意を払っております。しかし、今後、行政の指導等により、当社の扱う産業廃棄物の取

扱いに関する規制に変更が加えられた場合、内容によっては、その対応に伴う設備導入・体制変更等により、収

益に影響を受ける可能性があります。 
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ファイル名:020-200609中間連結BS（短信） 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:43 

４ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表

(平成18年３月31日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)
比較増減 

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円) 金額(百万円)

構成比

(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※2 9,961 6,932 △3,029 7,551

２ 受取手形及び売掛金 ※7 35,777 43,194 7,416 33,834

３ 有価証券  － 500 500 －

４ たな卸資産  13,136 13,333 197 11,920

５ その他 ※6 3,022 3,980 957 1,779

 貸倒引当金  △46 △56 △10 △45

流動資産合計  61,850 41.6 67,882 44.0 6,032 55,039 39.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1,5  

(1) 建物及び構築物 ※2 16,484 16,369 △115 16,722

(2) 機械装置及び運搬具 ※2 20,943 21,722 779 21,075

(3) 土地 ※2 26,187 26,301 113 25,700

（4）その他 ※2 368 568 200 464

有形固定資産合計  63,982 64,959 977 63,960

２ 無形固定資産  1,225 1,216 △9 1,304

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※2 17,928 16,382 △1,546 16,732

(2) その他 ※2 3,746 3,843 97 4,210

貸倒引当金  △115 △106 9 △104

投資その他の資産合計  21,559 20,119 △1,440 20,838

固定資産合計  86,766 58.4 86,295 56.0 △472 86,102 61.0

資産合計  148,617 100.0 154,177 100.0 5,560 141,141 100.0
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ファイル名:020-200609中間連結BS（短信） 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:43 

 

  

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表

(平成18年３月31日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)
比較増減 

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円) 金額(百万円)

構成比

(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※2,7 26,671 32,147 5,477 22,205

２ 短期借入金 ※2 526 1,230 704 3,360

３ 一年内返済予定長期借入金 ※2 12,633 11,122 △1,511 16,298

４ 未払法人税等  6,778 5,432 △1,347 5,345

５ 賞与引当金  532 546 14 526

６ 役員賞与引当金  ― 94 94 ―

７ その他 
※

2,6,7 
7,879 8,647 769 6,812

流動負債合計  55,018 37.0 59,217 38.4 4,199 54,545 38.6

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※2 17,910 12,441 △5,470 21,549

２ 繰延税金負債  3,478 2,773 △706 2,558

３ 再評価に係る 

  繰延税金負債 
 3,993 3,993 ― 3,549

４ 退職給付引当金  560 646 86 450

５ 役員退職慰労引当金  309 353 44 288

６ その他  262 230 △32 348

固定負債合計  26,512 17.8 20,434 13.3 △6,078 28,743 20.4

負債合計  81,530 54.8 79,651 51.7 △1,879 83,288 59.0

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  384 0.3 － － － 154 0.1

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  10,274 6.9 － － － 10,274 7.3

Ⅱ 資本剰余金  11,120 7.5 － － － 10,134 7.2

Ⅲ 利益剰余金  36,955 24.9 － － － 28,692 20.3

Ⅳ 土地再評価差額金  4,745 3.2 － － － 5,184 3.7

Ⅴ その他有価証券評価差額金  5,324 3.6 － － － 3,906 2.8

Ⅵ 為替換算調整勘定  183 0.1 － － － 190 0.1

Ⅶ 自己株式  △1,899 △1.3 － － － △681 △0.5

資本合計  66,703 44.9 － － － 57,699 40.9

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
 148,617 100.0 － － － 141,141 100.0
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ファイル名:020-200609中間連結BS（短信） 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:43 

 

  

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表

(平成18年３月31日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)
比較増減 

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円) 金額(百万円)

構成比

(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  － － 10,274 6.7 － － －

２ 資本剰余金  － － 11,120 7.2 － － －

３ 利益剰余金  － － 45,297 29.3 － － －

 ４ 自己株式  － － △1,899 △1.2 － － －

株主資本合計  － － 64,792 42.0 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  － － 4,374 2.8 － － －

２ 土地再評価差額金  － － 4,745 3.1 － － －

３ 為替換算調整勘定  － － 152 0.1 － － －

評価・換算差額等合計  － － 9,271 6.0 － － －

Ⅲ 少数株主持分  － － 462 0.3 － － －

純資産合計  － － 74,525 48.3 － － －

負債純資産合計  － － 154,177 100.0 － － －

         

 

― 14 ― 



ファイル名:030-200609中間連結PL（短信） 更新日時:12/6/2006 3:26:00 PM 印刷日時:06/12/15 13:44 

② 中間連結損益計算書 
 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前年同期 

比較増減 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(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) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％)

金額 

(百万円) 
金額(百万円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   73,166 100.0 75,686 100.0 2,520  149,309 100.0

Ⅱ 売上原価   53,211 72.7 58,870 77.8 5,659  111,368 74.6

売上総利益   19,955 27.3 16,815 22.2 △3,140  37,941 25.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  4,406 6.0 4,894 6.5 488  9,329 6.2

営業利益   15,549 21.3 11,921 15.7 △3,628  28,613 19.2

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  17 14  30 

２ 受取配当金  216 127  258 

３ 持分法による投資利益  775 955  1,606 

４ その他  127 1,136 1.5 83 1,179 1.6 42 394 2,288 1.5

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  696 496  1,289 

２ その他  43 739 1.0 66 562 0.7 △177 96 1,384 0.9

経常利益   15,946 21.8 12,537 16.6 △3,408  29,517 19.8

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益  － 2,362  8 

２ 保険金収入  54 －  － 

３ その他  6 60 0.1 8 2,370 3.1 2,310 164 172 0.1

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除売却損 ※2 449 323  729 

２ 固定資産減損損失 ※3 264 －  264 

３  事故災害損失 ※4 219 －  261 

４ その他  68 1,001 1.4 66 389 0.5 △612 90 1,344 0.9

税金等調整前中間 

（当期）純利益 
  15,005 20.5 14,518 19.2 △487  28,344 19.0

法人税、住民税 

及び事業税 
 5,268 5,379  10,493 

法人税等調整額  604 5,872 8.0 85 5,464 7.2 △408 402 10,896 7.3

少数株主利益又は 

少数株主損失(△) 
  △14 0.0 78 0.1 92  36 0.0

中間（当期）純利益   9,146 12.5 8,976 11.9 △171  17,412 11.7
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③ 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(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  10,134  10,134

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １ 株式交換による新株発行  ― ― 985 985

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高  10,134  11,120

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  
 

20,558
 20,558

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 中間(当期）純利益  9,146 9,146 17,412 17,412

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  221 221 

 ２ 役員賞与  98 98 

 ３ 土地再評価差額金取崩額  693 1,012 696 1,014

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高    28,692  36,955
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ファイル名:040-200609中間連結SS（短信） 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:45 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

株主資本 
  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 10,274 11,120 36,955 △1,899 56,450 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △429       △429 

利益処分による役員賞与      △205      △205 

中間純利益   8,976    8,976 

中間連結会計期間中の変動額合

計（百万円）        -        - 8,342          -  8,342 

平成18年９月30日残高（百万円）   10,274   11,120 45,297    △1,899  64,792 

 

評価・換算差額等 

  
その他有価証

券評価差額金

土地再評価

差額金 

為替換算調

整勘定 

評価・換算

差額等合計

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 5,324 4,745 183 10,253 384 67,086 

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当     △429 

利益処分による役員賞与     △205 

中間純利益     8,976 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） △950        - △31 △981 78 △903 

中間連結会計期間中の変動額合

計（百万円） △950        - △31 △981 78 7,439 

平成18年９月30日残高（百万円） 4,374    4,745 152 9,271 462 74,525 
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 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:46 

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前年同期 

比較増減 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

 (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) 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 

中間（当期）純利益 
 15,005 14,518 △487 28,344 

減価償却費  2,240 2,278 38 4,542 

固定資産減損損失  264 － △264 264 

引当金の増減額  77 239 161 230 

持分法による投資損益  △775 △955 △180 △1,606 

投資有価証券売却償還損益  － △2,362 △2,362 △124 

固定資産除売却損益  448 321 △126 724 

受取利息及び受取配当金  △234 △141 93 △289 

支払利息  696 496 △200 1,289 

売上債権の増加額 ※2 △3,698 △7,416 △3,718 △5,642 

たな卸資産の増減額 

（△は増加） 
 1,857 △197 △2,054 640 

仕入債務の増減額 

（△は減少） 
 △258 5,477 5,734 4,208 

その他  △586 △268 317 98 

小計  15,036 11,990 △3,046 32,680 

利息及び配当金の受取額  232 243 11 288 

利息の支払額  △660 △508 152 △1,278 

事故損失支出金  △219 － 219 △261 

法人税等の支払額  △7,212 △6,723 489 △10,916 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 7,177 5,002 △2,175 20,514 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
     

定期預金の預入による支出  △580 △1,185 △605 △1,160 

定期預金の払戻による収入  508 534 26 1,048 

有価証券の取得による支出  － △500 △500 － 

投資有価証券の取得による

支出 
 △0 △0 △0 △1 

投資有価証券の売却償還に

よる収入  
 109 2,939 2,830 2,253 

貸付金の貸付による支出  △7 △506 △499 △12 

貸付金の回収による収入  24 24 0 418 

有形固定資産の取得による

支出 
 △1,006 △2,779 △1,773 △3,072 

有形固定資産の売却による

収入 
 936 34 △902 950 

無形固定資産の取得による

支出 
 △21 △84 △62 △154 

その他  △6 △209 △203 △52 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △45 △1,733 △1,688 218 
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 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:46 

 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前年同期 

比較増減 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

 (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) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
     

短期借入金の増減額  △68 704 771 △2,902 

長期借入れによる収入  752 － △752 3,242 

長期借入金の返済による 

支出 
 △8,815 △6,981 1,834 △18,608 

割賦債務の返済による支出  △87 △45 42 △152 

配当金の支払額  △221 △429 △208 △221 

少数株主に対する 

配当金の支払額 
 △10 － 10 △10 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △8,449 △6,751 1,698 △18,651 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額 
 0 △0 △0 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △1,317 △3,482 △2,165 2,082 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
 8,803 10,885 2,082 8,803 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
※1 7,486 7,403 △83 10,885 
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ファイル名:060-200609中間連結・会計方針（短信） 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:47 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ８社 
連結子会社の名称 

関東スチール㈱、共英建材工業㈱、共英産業㈱、㈱共英メソナ、共英リサイクル㈱、共英加工販

売㈱、㈱ケイ・ワイコーポレーション、㈲春光社 
 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 
㈲キョウエイ環境 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等はいずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用関連会社の数 ３社 

会社等の名称 

    ビナ・キョウエイ・スチール社、中山鋼業㈱、千代田鋼鉄工業㈱ 

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は㈲キョウエイ環境、チーバイ・インターナショ

ナル・ポート社、ビナ・ジャパン・エンジニアリング社、共備運輸興業㈱、関西棒鋼㈱、中部棒鋼

㈱、九州棒鋼㈱であり、それぞれ中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

からみて、中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分

法の対象から除いております。 

 

(3) 持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期

間にかかる中間財務諸表を使用しております。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。 

 

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 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

② デリバティブ 

時価法 

 

③ たな卸資産 

商品、製品、半製品、原材料、及び貯蔵品 

総平均法に基づく原価法 

なお、貯蔵品の一部は最終仕入原価法 

ロール 

個別法に基づく原価法 
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び連結子会社のうち４社については定額法を採用し、その他の連結子会社については

定率法を採用しております。 

なお､主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物及び構築物    ３～60年 

機械装置及び運搬具  ２～17年 

 

② 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権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おります。 

 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間連結会計

期間の負担額を計上しております。 

 

③ 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、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま

す。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を費用処理しております。 

数理計算上の差異については､その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 

 

⑤ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間連結会計期

間の負担額を計上しております。 

 

(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おります。 
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(5) 重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たして

いる場合には、特例処理を採用しております。 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 金利スワップ 

・ヘッジ対象 借入金利息 

 

③ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識

別は個別契約毎に行っております。 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

各取引毎にヘッジ手段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことによりヘッジの有効性

評価を行っております。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有

効性の判定を省略しております。 

 

(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 
①消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

②連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

 

 

５ 中間連結キャッシュ・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おります。 

 

 

会計処理の変更 

 

⑴ 役員賞与に関する会計基準 

 当中間連結会計期間から、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用しております。この結果、従来の方法に比べ販売費及び一般管理費が94百万円増加し、営

業利益、経常利益、及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ同額減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、「⑵セグメント情報」に記載しております。 

⑵ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

 当中間連結会計期間から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は74,063百万円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

    70,538百万円 

   

※２ 担保に供している資産 

  金融機関の借入金及び取引上の債務に

対する保証として資産の一部が担保に

供されており、その内訳は以下の通り

であります。 

   担保提供資産                       

現金及び預金 

（定期預金） 
10百万円

建物及び構築物 14,593百万円 (13,669百万円)

機械装置及び運搬具 19,198百万円 (19,198百万円)

土地 22,897百万円 (17,505百万円)

有形固定資産 

「その他」 
77百万円 (77百万円)

投資有価証券 114百万円

合計 56,888百万円 (50,450百万円)

 

 

上記に対応する債務 

 短期借入金 50百万円

 一年内返済予定長期借入金 11,936百万円

 長期借入金 16,175百万円

 支払手形及び買掛金、流動

負債「その他」 
3,126百万円

 合計 31,287百万円

  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当を示

しております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

    71,474百万円

   

※２ 担保に供している資産 

  金融機関の借入金及び取引上の債務に

対する保証として資産の一部が担保に

供されており、その内訳は以下の通り

であります。 

   担保提供資産                       

現金及び預金 

（定期預金） 
10百万円

建物及び構築物 14,387百万円 (13,237百万円)

機械装置及び運搬具 19,663百万円 (19,663百万円)

土地 22,795百万円 (16,753百万円)

有形固定資産 

「その他」 
106百万円 (106百万円)

投資有価証券 114百万円

合計 57,075百万円 (49,758百万円)

 

 

上記に対応する債務 

 短期借入金 30百万円

 一年内返済予定長期借入金 10,250百万円

 長期借入金 10,436百万円

 支払手形及び買掛金、流動

負債「その他」 
3,182百万円

 合計 23,898百万円

  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当を示

しております。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

    69,395百万円

    

※２ 担保に供している資産 

  金融機関の借入金及び取引上の債務に

対する保証として資産の一部が担保に

供されており、その内訳は以下の通り

であります。 

   担保提供資産             

現金及び預金 

（定期預金） 
10百万円

建物及び構築物 14,781百万円 (13,588百万円)

機械装置及び運搬具 19,168百万円 (19,168百万円)

土地 23,085百万円 (17,276百万円)

有形固定資産 

「その他」 
77百万円 (77百万円)

投資有価証券 2,720百万円

投資その他の資産

｢その他｣ 
35百万円

合計 59,877百万円 (50,109百万円)

 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,876百万円

一年内返済予定長期借入金 14,263百万円

長期借入金 19,428百万円

支払手形及び買掛金、流動

負債「その他」 
3,123百万円

合計 38,690百万円

  

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当を示し

ております。 

 

３ 受取手形割引高 1,017百万円 

    

３ 受取手形割引高 2,482百万円

     
３ 受取手形割引高 1,152百万円

４ 当社グループは運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行７行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。 

当連結会計年度末における当座貸越

契約及び貸出コミットメント契約に係

る借入未実行残高は以下の通りであり

ます。 
 
当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額 
26,000百万円 

借入実行残高 450百万円 

差引額 25,550百万円 

４ 当社グループは運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行７行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。 

当中間連結会計期間末における当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

に係る借入未実行残高は以下の通りで

あります。 
 
当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額 
26,500百万円 

借入実行残高 1,000百万円 

差引額 25,500百万円 

４ 当社グループは運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行７行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。 

当中間連結会計期間末における当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

に係る借入未実行残高は以下の通りで

あります。 

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額 
28,100百万円 

借入実行残高 2,584百万円 

差引額 25,516百万円 
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前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

※５ 当連結会計年度に実施した直接減額

方式による圧縮記帳額は29百万円であ

り、国庫補助金等に係る資産の取得価

額の直接圧縮累計額は966百万円であり

ます。 

 

※５ 当中間連結会計期間末における国庫

補助金等に係る資産の取得価額の直接

圧縮累計額は966百万円であります。 

 

※５ 当中間連結会計期間に実施した直接

減額方式による圧縮記帳額は2百万円で

あり、国庫補助金等に係る資産の取得

価額の直接圧縮累計額は939百万円であ

ります。 

 

※６  

 

― 

 

※６ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

表示のうえ、流動資産「その他」及び

流動負債「その他」に含めて表示して

おります。 

 

 

※６ 消費税等の取扱い 

同左 

 

※７ 

 

 

 

 

― 

※７ 中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については手形交換日をもって

決済処理しております。 

   なお、当中間連結会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期手形が中間連結

会計期間末残高に含まれております。 

  受取手形       9,614百万円 

  支払手形       1,215百万円 

  設備支払手形        94百万円 

   

※７ 

 

 

 

 

― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は

以下の通りであります。 

発送運賃 2,609百万円

貸倒引当金繰入額 10百万円

役員報酬 218百万円

給与手当 396百万円

賞与引当金繰入額 73百万円

退職給付費用 38百万円

役員退職慰労引当金繰入額 22百万円

減価償却費 105百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は

以下の通りであります。 

発送運賃 2,904百万円

貸倒引当金繰入額 7百万円

役員報酬 209百万円

給与手当 419百万円

賞与引当金繰入額 132百万円

役員賞与引当金繰入額 94百万円

退職給付費用 31百万円

役員退職慰労引当金繰入額 28百万円

減価償却費 129百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は

以下の通りであります。 

発送運賃 5,410百万円

貸倒引当金繰入額 21百万円

役員報酬 418百万円

給与手当 840百万円

賞与引当金繰入額 123百万円

退職給付費用 51百万円

役員退職慰労引当金繰入額 51百万円

減価償却費 230百万円
 

※２ 固定資産除売却損の内容は以下の通

りであります。 

 除却損 
(百万円) 

売却損 
(百万円) 

建物及び 

構築物 
31 － 

機械装置及び 

運搬具 
109 17 

土地 － 251 

その他 41 － 

合計 181 268 
 

※２ 固定資産除売却損の内容は以下の通

りであります。 

 除却損 
(百万円) 

売却損 
(百万円) 

建物及び 

構築物 
33 － 

機械装置及び 

運搬具 
135 117 

その他 38 － 

合計 206 117 
 

※２ 固定資産除売却損の内容は以下の通

りであります。 

 除却損 
(百万円) 

売却損 
(百万円) 

建物及び 

構築物 
50 29 

機械装置及び 

運搬具 
250 71 

土地 － 251 

その他 77 1 

合計 377 352 
 

※３ 当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て固定資産減損損失を計上しておりま

す。 

用途 場所 種類 金額 
(百万円) 

建物及び

構築物 
132 

加工品

事業に

おける

工場 

三重県

三重郡

菰野町 土地 132 

 当社グループは、事業用資産につ

いては原則として事業所毎に、遊休

資産については物件単位毎にグルー

ピングを実施しております。 

鉄筋加工事業の再編に伴い、上記

加工品工場は親会社である共英製鋼

㈱名古屋事業所内へ移転するため、

用途の変更を決定しております。こ

れにより収益性が大幅に低下するこ

とが見込まれることから、回収可能

価額まで減額し、当該減少額264百万

円を固定資産減損損失として特別損

失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、正味売却価

額の算定に当たっては、不動産鑑定

評価に基づき算出しております。 

 

※３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

※３ 当連結会計年度において、当社グル

ープは以下の資産グループについて固

定資産減損損失を計上しております。 

用途 場所 種類 金額 
(百万円)

建物及び

構築物 
132

加工品

事業に

おける

工場 

三重県

三重郡

菰野町 土地 132

 当社グループは、事業用資産につ

いては原則として事業所毎に、遊休

資産については物件単位毎にグルー

ピングを実施しております。 

鉄筋加工事業の再編に伴い、上記

加工品工場は親会社である共英製鋼

㈱名古屋事業所内へ移転するため、

用途の変更を決定しております。こ

れにより収益性が大幅に低下するこ

とが見込まれることから、回収可能

価額まで減額し、当該減少額264百万

円を固定資産減損損失として特別損

失に計上しております。 

    なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、正味売却価額の

算定に当たっては、不動産鑑定評価に

基づき算出しております。 

※４ 事故災害損失は、平成17年４月に発

生した山口事業所のテント倉庫火災・

爆発事故による近隣地区への補償等に

よる損失計上額であります。 

 

※４  

― 

※４ 事故災害損失は、平成17年４月に発

生した山口事業所のテント倉庫火災・

爆発事故による近隣地区への補償等に

よる損失計上額であります。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式   

 普通株式（株） 37,598,730 ― ― 37,598,730

自己株式   

 普通株式（株） 1,843,840 ― ― 1,843,840

 

２ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３ 配当に関する事項 

 ⑴ 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 429 12.00 平成18年３月31日 平成18年６月27日

 

 ⑵ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 

  該当事項はありません。 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

現金及び預金    7,551百万円

預入期間３ヶ月超の

定期預金 
△223百万円

償還期間３ヶ月内の

債権信託受益権 
157百万円

現金及び現金同等物 7,486百万円

 

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

現金及び預金    6,932百万円

預入期間３ヶ月超の

定期預金 
△914百万円

償還期間３ヶ月内の

債権信託受益権 
1,385百万円

現金及び現金同等物 7,403百万円

 

 

※１ 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 

 

現金及び預金    9,961百万円

預入期間３ヶ月超の

定期預金 
△262百万円

償還期間３ヶ月内の

債権信託受益権 
1,186百万円

現金及び現金同等物 10,885百万円

 

 

※２ 当中間連結会計期間において営業

活動によるキャッシュ・フローの売

上債権の増減額に、手形債権の流動

化による減少額6,236百万円を含んで

おります。 

※２ 当中間連結会計期間において営業

活動によるキャッシュ・フローの売

上債権の増減額に、手形債権の流動

化による減少額1,004百万円を含んで

おります。 

※２ 当連結会計年度において営業活動

によるキャッシュ・フローの売上債

権の増減額に、手形債権の流動化に

よる減少額9,238百万円を含んでおり

ます。 

３  

 

― 

３  

 

― 

３ 重要な非資金取引の内容 

株式交換による 

資本剰余金の増加高 
985百万円
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⑵ セグメント情報 

①事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月 1日 至 平成17年９月30日) 

 
鉄鋼事業 
(百万円) 

環境リサイクル
事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

69,492 3,406 268 73,166 － 73,166

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

5 952 － 958 (958) －

計 69,498 4,358 268 74,123 (958) 73,166

営業費用 54,575 3,403 232 58,209 (593) 57,617

営業利益 14,923 956 36 15,914 (365) 15,549

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品、サービス 

(1) 鉄鋼事業……棒鋼、形鋼等の鉄鋼製品、鉄鋼二次加工製品等 

(2) 環境リサイクル事業……産業廃棄物、医療廃棄物処理等 

(3) その他の事業…………土木資材、保険代理店業務等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(207百万円)の主なものは、提出会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月 1日 至 平成18年９月30日) 

 
鉄鋼事業 
(百万円) 

環境リサイクル
事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

72,222 3,244 220 75,686 － 75,686

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

31 842 － 874 (874) －

計 72,253 4,086 220 76,559 (874) 75,686

営業費用 60,994 3,251 188 64,433 (669) 63,765

営業利益 11,260 835 31 12,126 (205) 11,921

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品、サービス 

(1) 鉄鋼事業……棒鋼、形鋼等の鉄鋼製品、鉄鋼二次加工製品等 

(2) 環境リサイクル事業……産業廃棄物、医療廃棄物処理等 

(3) その他の事業…………土木資材、保険代理店業務等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(243百万円)の主なものは、提出会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

   ４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理の変更 ⑴役員賞与に関する会

計基準」に記載の通り、当中間連結会計期間から、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。この結果、従来の方法に比べ当中

間連結会計期間における営業費用は鉄鋼事業が44百万円、環境リサイクル事業が0百万円、その他の事

業が0百万円、消去又は全社が49百万円、連結が94百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少してお

ります。 
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前連結会計年度（自 平成17年４月 1日 至 平成18年３月31日) 

 
鉄鋼事業 
(百万円) 

環境リサイクル
事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円)

消去又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

142,004 6,740 565 149,309 － 149,309

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

17 2,049 0 2,066 (2,066) －

計 142,021 8,789 566 151,375 (2,066) 149,309

営業費用 114,572 7,003 505 122,080 (1,383) 120,697

営業利益 27,449 1,786 61 29,296 (683) 28,613

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品、サービス 

(1) 鉄鋼事業……棒鋼、形鋼等の鉄鋼製品、鉄鋼二次加工製品等 

(2) 環境リサイクル事業……産業廃棄物、医療廃棄物処理等 

(3) その他の事業…………土木資材、保険代理店業務等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(550百万円)の主なものは、提出会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

 

 

② 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しており

ます。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しており

ます。 

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至18年３月31日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しており

ます。 
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③ 海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

 

 

前連結会計年度（自 平成17年４月 1日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 
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⑶ リース取引関係 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１ 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） 

１ 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） 

１ 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） 

① リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

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及び中間期

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及び期末残

高相当額 

 取得価額 

相当額 

減価償却累

計額相当額

中間期末 

残高相当額 

 (百万円) (百万円) (百万円) 

機械装置及び

運搬具 
354 149 204 

その他 

（工具器具及

び備品） 

236 103 133 

無形固定資産 

（ソフトウェ

ア） 

100 80 19 

合計 689 332 357 
 

 取得価額

相当額

減価償却累

計額相当額

中間期末残

高相当額

 (百万円) (百万円) (百万円)

機械装置及び

運搬具 
375 204 171

その他 

（工具器具及

び備品） 

128 58 70

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

91 59 32

合計 594 321 273
 

 取得価額 

相当額 

減価償却累 

計額相当額 

期末残高

相当額

 (百万円) (百万円) (百万円)

機械装置及び

運搬具 
389    178   212

その他 

（工具器具及

び備品） 

 

148 

  

72 

 

75

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

157 112 45

合計  694    362   332
 

 

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

 

（注）同左 

 

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 120百万円

１年超       237百万円

合計 357百万円
 

 

② 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 107百万円

１年超       165百万円

合計 273百万円
 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 121百万円

１年超       211百万円

合計 332百万円
 

 

（注）未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

 

（注）同左 

 

（注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 

③ 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 69百万円

減価償却費相当額 69百万円

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

    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

おります。 

（減損損失について） 

    リース資産に配分された減損損

失はありませんので項目等の記載

は省略しております。 

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 63百万円

減価償却費相当額 63百万円

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

 

 

（減損損失について） 

    同左 

 

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 134百万円

減価償却費相当額 134百万円

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

 

 

（減損損失について） 

    同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

２ オペレーティング・リース取引 

 （借主側） 

未経過リース料 

     

１年以内 2百万円

１年超      6百万円

合計 8百万円

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

 未経過リース料 
 
１年以内 1百万円

１年超      3百万円

合計 5百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 （借主側） 

  未経過リース料 
 
１年以内 1百万円

１年超      4百万円

合計 6百万円

 

― 32 ― 



ファイル名:130-200609中間連結・有価証券注記（短信） 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:52 

⑷ 有価証券関係 

 

 前中間連結会計期間末(平成17年９月30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) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 2,438 9,122 6,684

② 債券 215 214 △1

③ その他 3 3 0

合計 2,656 9,339 6,683

（注）当中間連結会計期間末において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行っておりません。

なお、減損処理を行うにあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％超下落した場

合は全て減損処理を行うこととしております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  その他有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

① 非上場株式 1,665 

② 優先出資証券 2,000 

 

 

 当中間連結会計期間末(平成18年９月30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) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 2,438 9,931 7,493

② 債券 716 714 △2

③ その他 3 4 1

合計 3,157 10,648 7,492

（注）当中間連結会計期間末において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行っておりません。

なお、減損処理を行うにあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％超下落した場

合は全て減損処理を行うこととしております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  その他有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

 非上場株式 1,069 
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 前連結会計年度末(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) 

① 株式 2,437 11,546 9,109

② 債券 216 212 △4

③ その他 3 3 0

合計 2,656 11,761 9,105

（注）当連結会計年度末において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行っておりません。なお、

減損処理を行うにあたっては、年度末における時価が取得原価に比べ50％超下落した場合は全て減損処理を

行うこととしております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

 非上場株式 1,645 
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⑸ デリバティブ取引関係 

 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、 

注記の対象から除いております。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、 

注記の対象から除いております。 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、 

注記の対象から除いております。 

 

 

 

⑹ ストック・オプション等関係 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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⑺ １株当たり情報 

 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 1,598円20銭 2,071円42銭 1,859円88銭

１株当たり中間(当期)純利益 253円35銭 251円03銭 478円98銭

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表の純資産
の部の合計額 
(百万円) 

－ 74,525 －

普通株式に係る純資産額(百
万円) 

－ 74,063 －

差額の主な内訳(百万円) 

 少数株主持分 － 462 －

普通株式の発行済株式数(千
株) 

－ 37,599 －

普通株式の自己株式数(千株) － 1,844 －

１株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数（千
株） 

－ 35,755 －

 
２ １株当たり中間（当期）純利益 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間連結損益計算書上の中間
(当期)純利益(百万円) 

9,146 8,976 17,412

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

－ － 203

普通株主に帰属しない金額の
主要な内訳(百万円) 

 利益処分による役員賞与金 － － 203

  

普通株式に係る中間(当期)純
利益(百万円) 

9,146 8,976 17,209

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

36,103 35,755 35,929

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 

－ － －
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

１ 株式交換による完全子会社化 

 当社は平成17年８月17日開催の取締役

会において、共英産業㈱及び㈱共英メソナ

と株式交換により、当社が共英産業㈱及び

㈱共英メソナの発行済株式総数の全株数を

取得し、完全子会社とする旨の株式交換契

約について決議し、同日付で株式交換契約

を締結いたしました。同契約は商法第353

条第１項の規定に基づき、当社の株主総会

の決議を得ない簡易株式交換制度を採用

し、平成17年10月１日に株式交換が実施さ

れております。 

⑴ 株式交換の相手会社の名称等 

名称     共英産業㈱ 

本店所在地  大阪府枚方市 

代表者の氏名 代表取締役社長 

吉岡龍太郎 

資本金    180百万円(平成17年10月

１日現在) 

事業の内容  産業廃棄物の処理及び収

集運搬 

産業廃棄物の再生利用  

     鋼材の加工販売、製鉄用

原材料の販売 

損害保険代理業 

 

名称     ㈱共英メソナ 

本店所在地  大阪市西淀川区 

代表者の氏名 代表取締役社長 

              高島浩司 

資本金     50百万円(平成17年10月

１日現在) 

事業の内容   構内荷役作業請負業 

自動車運送取扱業 

産業廃棄物の収集運搬及

び処分業 

倉庫業 

 

⑵ 株式交換の目的 

共英産業㈱及び㈱共英メソナを完全子

会社とすることで従来以上にグループ

戦略を迅速に実施することが可能とな

り、当社グループが今後注力しようと

考えている環境リサイクル事業の強化

が図れるものと判断したものでありま

す。 

 

１ 公募による新株式発行 

 当社は平成18年11月14日及び平成18年11

月29日開催の取締役会において、当社株式

の株式会社東京証券取引所及び株式会社大

阪証券取引所への上場に伴う公募による新

株式の発行の決議を行い、平成18年12月18

日に払込が完了いたしました。この結果平

成18年12月18日付で資本金は17,048百万

円、発行済株式総数は43,598,730株となり

ました。 

新株式発行の概要は以下の通りでありま

す。 

⑴募集方法 

 一般募集（ブックビルディング方式によ

る募集） 

⑵発行する株式の種類及び数 

 普通株式 6,000,000株 

⑶発行価格 

 １株につき2,400円 

 一般募集はこの価格にて行いました。 

⑷引受価額 

 １株につき2,258円 

 この価額は当社が引受人より１株当たり

の新株式払込金として受取った金額であ

ります。なお、発行価格と引受価額との

差額の総額は、引受人の手取金となりま

す。 

⑸発行価額 

 1株につき1,870円 

（資本組入額 1,129円） 

⑹発行価額の総額 

 11,220百万円 

⑺払込金額の総額 

 13,548百万円 

⑻資本組入額の総額 

 6,774百万円 

⑼払込期日 

 平成18年12月18日 

⑽資金の使途 

 設備投資資金及び借入金の返済 

 

当社の保有する太陽鉄工株式会社の全

株式を譲渡することについて 

 

平成18年6月21日に、当社とパーカ

ー・ハネフィン社は、当社が18.3％保

有する太陽鉄工株式会社の全株式

（8,410千株）を平成18年6月23日に同

社に譲渡することについて合意をし、

株式譲渡契約を締結しました。同契約

条項に従い、当該株式の譲渡は平成18

年6月23日に実施され、当社は投資有価

証券売却益として2,362百万円を計上い

たしました。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

⑶ 株式交換比率 

共英産業㈱の１株に対し、当社株式310

株を割り当て、㈱共英メソナの１株に対

し、当社株式12株を割り当てるものであ

ります。 

 

⑷ 株式交換により発行する新株式数 

 普通株式 834,900株 

 

⑸ 共英産業㈱及び㈱共英メソナの資産

負債の状況等 

    （平成17年３月31日現在） 

（共英産業㈱） 

流動資産 5,606百万円 

固定資産 3,738百万円 

資産合計 9,343百万円 

  

流動負債 5,655百万円 

固定負債 2,378百万円 

負債合計 8,034百万円 

資本 1,310百万円 

負債及び資本合計 9,343百万円 

 

（㈱共英メソナ） 

流動資産 969百万円 

固定資産 323百万円 

資産合計 1,292百万円 

  

流動負債 805百万円 

固定負債 109百万円 

負債合計 914百万円 

資本 378百万円 

負債及び資本合計 1,292百万円 
 

２ 子会社からの自己株式買受 

 平成17年10月１日実施の株式交換によ

り当社の完全子会社となった共英産業㈱が

保有する当社株式につき、商法第211条の

３の規定に従い、平成17年10月14日の取締

役会決議に基づき同日付で同社より自己株

式を取得いたしました。 

 ⑴取引の相手方 

  共英産業㈱ 

 ⑵取得時期  

  平成17年10月14日 

 ⑶取得した自己株式数  

  普通株式 1,842,060株 

 ⑷取得価格総額 

  2,177百万円 

 ⑸取得の方法 

  相対取引 

２ 売出し（オーバーアロットメントによる

売出し）に関連して行う第三者割当増資によ

る新株式発行 

当社は平成18年11月14日及び平成18年11月

29日開催の取締役会において、オーバーアロ

ットメントによる当社株式の売出し（野村證

券株式会社が当社株主から借受ける当社株式

1,300,000株の売出し）に関連する第三者割当

増資を実施することを決議しております。 

⑴募集方法 

 野村證券株式会社を割当先とする第三者割

当増資 

⑵発行する株式の種類及び数 

 普通株式 1,300,000株 

⑶割当価格 

 １株につき2,258円 

⑷発行価額 

 1株につき1,870円 

（資本組入額 1,129円） 

⑸発行価額の総額 

 2,431百万円 

⑹払込金額の総額 

 2,935百万円 

⑺資本組入額の総額 

 1,468百万円 

⑻払込期日 

 平成19年１月16日 

⑼資金の使途 

 設備投資資金及び借入金の返済 

 (注)本新株発行は、一般募集並びに引受人の

買取引受による売出しにあたって、その需要

状況を勘案した上で行うオーバーアロットメ

ントによる売出しに関連して行う第三者割当

増資であります。野村證券株式会社は、平成

18年12月19日から平成19年１月９日までの

間、上記オーバーアロットメントによる売出

しのために当社株主から借受けた株式の返却

を目的として取引所においてオーバーアロッ

トメントによる売出しに係る株式数を上限と

するシンジケートカバー取引を行う場合があ

ります。 

野村證券株式会社は、上記シンジケートカ

バー取引により取得した株式について、当該

株式数については、割当てに応じない予定で

ありますので、その場合には本件第三者割当

増資における発行数の全部または一部につき

申込みが行われず、その結果、失権により本

件第三者割当増資における最終的な発行数が

減少する、または発行そのものが全く行われ

ない場合があります。また、シンジケートカ

バー取引期間内においても、野村證券株式会

社の判断でシンジケートカバー取引を全く行

わないか若しくは上限株式数に至らない株式

数でシンジケートカバー取引を終了させる場

合があります。 

 

― 

 



５ 生産、受注及び販売の状況 

 

 (1) 生産実績 

  前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、

以下の通りであります。 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

比較増減 
事業の種類別 
セグメントの名称 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 
前年同期比
(％) 

鉄鋼事業 43,726 50,812 7,086 116.2

環境リサイクル事業 2,144 2,290 146 106.8

その他の事業 195 160 △35 82.1
合計 46,066 53,262 7,196 115.6

 （注）１ 金額は、製造原価によっております。 

    ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (2) 受注実績 

  当社グループの販売実績のうち見込生産形態によるものが大半を占めるため、記載を省略しております。 
 

 

 (3) 販売実績 

  前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、

以下の通りであります。 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

比較増減 
事業の種類別 
セグメントの名称 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 
前年同期比
(％) 

鉄鋼事業 69,498 72,253 2,756 104.0

環境リサイクル事業 4,358 4,086 △272 93.8

その他の事業 268 220 △48 82.1

  消去又は全社 △958 △874 84 91.2

合計 73,166 75,686 2,520 103.4

  

（注）１ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は以下の通りであります。 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

阪和興業㈱ 8,208 11.2 9,943 13.1

日鐵商事㈱ 7,823 10.7 6,823 9.0
 
    ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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平成 19 年３月期    個別中間財務諸表の概要       平成 18 年 12 月 19 日 

上 場 会 社 名        共英製鋼株式会社                  上場取引所  東証第一部・大証第一部 
コ ー ド 番 号           ５４４０                         本社所在都道府県  大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.kyoeisteel.co.jp/  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 高島 秀一郎 
問合せ先責任者 役職名 執行役員本社経理部長 氏名 島 芳弘   ＴＥＬ(06)6346－5221 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 14 日             配当支払開始日 ― 
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株) 
 
１． 18年９月中間期の業績(平成 18年４月１日～平成 18年９月 30日) 
(1) 経営成績                                        (注) 記載金額は百万円未満を四捨五入しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

56,377  (   2.7 )
54,892   (   ―  )

8,573  (△25.5 )
11,515   (   ―  )

8,505  (△24.9 )
11,329   (   ― )

18 年３月期 112,294            21,269           20,815            
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

6,320  ( △0.3 ) 
6,340  (   ―  ) 

176.76 
172.46 

18 年３月期 11,881            323.29 

 
 

(注)①期中平均株式数 18 年９月中間期 35,754,890 株 17 年９月中間期 36,762,050 株 18 年３月期 36,258,470 株 
②会計処理の方法の変更  無 

      ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
(2)財政状態 
 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

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

124,236   
113,456    

61,684  
51,975   

49.7 
45.8 

1,725.20
1,413.83

18 年３月期 119,356    56,569   47.4 1,577.69
(注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 35,754,890 株 17 年９月中間期 36,762,050 株 18 年３月期 35,754,890 株 
   ②期末自己株式数 18 年９月中間期 1,843,840 株 17 年９月中間期    1,780 株 18 年３月期 1,843,840 株 
 
２．19 年３月期の業績予想(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

通   期 115,000    16,000   10,500   

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 251 円 47 銭 
       なお、19 年３月期の１株当たり予想当期純利益は、上場による公募株式数 6,000,000 株を含めた予定期末発行済

株式総数より自己株式 1,843,840 株を控除した 41,754,890 株により算出しており、オーバーアロットメントによる

売出しに関連する第三者割当増資分（上限 1,300,000 株）が行われた場合の増加株式数は含めておりません。 

 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 
18 年３月期 ― 12.00 12.00 

19 年３月期（実績） ― ― 

19 年３月期（予想） ― 30.00 
30.00 

 
 ※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、今後さ
まざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の 8ページを参照下さい。 
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ファイル名:180-200609中間個別ＢＳ（短信） 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:56 

６ 中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 
 

  

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日)
比較増減 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円) 金額(百万円)

構成比

(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  7,771 4,600 △ 3,171 5,851

２ 受取手形 ※7 19,789 27,240 7,450 18,935

３ 売掛金  8,216 8,181 △ 35 7,395

４ 有価証券  － 500 500 －

５ たな卸資産  10,684 11,209 525 9,830

６ その他  5,159 5,429 269 3,786

貸倒引当金  △ 31 △ 38 △ 7 △ 29

流動資産合計  51,589 43.2 57,121 46.0 5,532 45,768 40.3 

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1,6  

(1) 建物 ※2 8,020 8,000 △ 20 8,128

(2) 機械及び装置 ※2 13,897 14,784 887 13,665

(3) 土地 ※2 21,255 21,330 75 20,787

(4) その他 ※2 2,068 2,158 90 2,138

有形固定資産合計  45,240 46,272 1,032 44,718

２ 無形固定資産  310 349 39 341

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※2 7,626 6,016 △ 1,610 8,498

(2) 関係会社株式  10,425 10,422 △ 2 9,415

(3) 関係会社出資金  1,123 1,120 △ 3 1,123

(4) その他 ※2 4,382 4,276 △ 106 4,926

貸倒引当金  △ 1,338 △ 1,339 △ 1 △ 1,334

投資その他の資産合計  22,218 20,495 △ 1,722 22,629

固定資産合計  67,767 56.8 67,116 54.0 △ 651 67,688 59.7 

資産合計  119,356 100.0 124,236 100.0 4,881 113,456 100.0 
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ファイル名:180-200609中間個別ＢＳ（短信） 更新日時:12/6/2006 10:00:00 AM 印刷日時:06/12/15 13:56 

 

  

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日)
比較増減 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円) 金額(百万円)

構成比

(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 ※7 2,066 2,688 622 3,621

２ 買掛金 ※2 18,110 23,465 5,355 13,243

３ 短期借入金 ※2 － － － 1,800

４ 一年内返済予定長期借入金 ※2 9,601 8,693 △ 909 11,044

５ 未払法人税等  6,256 5,038 △ 1,218 4,745

６ 賞与引当金  328 336 7 331

７ 役員賞与引当金  － 77 77 －

８ その他 
※

2,4,7 
6,738 7,362 625 5,597

流動負債合計  43,098 36.1 47,657 38.3 4,559 40,380 35.6 

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※2 13,598 9,205 △ 4,393 15,935

２ 繰延税金負債  1,299 837 △ 462 868

３ 再評価に係る 
繰延税金負債 

 3,993 3,993 － 3,549

４ 退職給付引当金  320 387 67 201

５ 役員退職慰労引当金  239 270 31 231

６ PCB廃棄物処理費用引当金  121 121 － 122

  ７ その他  119 83 △ 37 194

固定負債合計  19,689 16.5 14,895 12.0 △ 4,794 21,101 18.6 

負債合計  62,787 52.6 62,552 50.3 △ 235 61,481 54.2 

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  10,274 8.6 － － － 10,274 9.1 

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  11,120 － － 10,134  

      資本剰余金合計  11,120 9.3 － － － 10,134 8.9

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  453 － － 453

２ 任意積立金  15,104 － － 15,104

３ 中間(当期)未処分利益  14,762 － － 9,225

利益剰余金合計  30,319 25.4 － － － 24,781 21.8 

Ⅳ 土地再評価差額金  4,745 4.0 － － － 5,184 4.6 

Ⅴ その他有価証券評価差額金  2,290 1.9 － － － 1,604 1.4 

Ⅵ 自己株式  △ 2,179 △ 1.8 － － － △ 2 △0.0

資本合計  56,569 47.4 － － － 51,975 45.8 

負債及び資本合計  119,356 100.0 － － － 113,456 100.0 
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前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日)
比較増減 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円) 金額(百万円)

構成比

(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  － 10,274 8.3 － －

２ 資本剰余金   

⑴ 資本準備金  － 11,120 － －

      資本剰余金合計  － － 11,120 9.0 － － －

３ 利益剰余金   

⑴ 利益準備金  － 453 － －

⑵ その他利益剰余金   

    特別償却準備金  － 1 － －

  圧縮積立金  － 87 － －

  別途積立金  － 25,000 － －

 繰越利益剰余金  － 10,511 － －

利益剰余金合計  － － 36,051 29.0 － － －

 ４ 自己株式  － △ 2,179 △1.8 － －

株主資本合計  － － 55,266 44.5 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  － 1,673 1.4 － －

２ 土地再評価差額金  － 4,745 3.8 － －

評価・換算差額等合計  － － 6,418 5.2 － － －

純資産合計  － － 61,684 49.7 － － －

負債純資産合計  － － 124,236 100.0 － － －
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② 中間損益計算書 
 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前年同期 

比較増減 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(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) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％)

金額 

(百万円) 
金額(百万円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   54,892 100.0 56,377 100.0 1,485  112,294 100.0

Ⅱ 売上原価   40,238 73.3 44,329 78.6 4,091  84,275 75.0

売上総利益   14,654 26.7 12,048 21.4 △2,606  28,019 25.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,139 5.7 3,475 6.2 335  6,750 6.0

営業利益   11,515 21.0 8,573 15.2 △2,942  21,269 19.0

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  34 31  65 

２ 受取配当金  209 180  224 

３ 不動産賃貸料  70 69  138 

４ その他  66 379 0.6 90 369 0.7 △10 180 607 0.5

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  541 401  1,010 

２ その他  23 565 1.0 36 437 0.8 △127 51 1,061 1.0

経常利益   11,329 20.6 8,505 15.1 △2,824  20,815 18.5

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益  － 2,362  8 

２ その他  6 6 0.0 0 2,362 4.2 2,356 124 131 0.1

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除売却損 ※1 425 229  602 

２  事故災害損失 ※2 219 －  261 

３ その他  41 686 1.2 64 293 0.5 △393 72 935 0.8

税引前中間（当期） 

純利益 
  10,649 19.4 10,574 18.8 △76  20,011 17.8

法人税、住民税 

及び事業税 
 3,823 4,205  7,794 

法人税等調整額  487 4,309 7.8 49 4,254 7.6 △56 337 8,131 7.2

中間（当期）純利益   6,340 11.6 6,320 11.2 △20  11,881 10.6

前期繰越利益   3,578 － －  3,578

土地再評価差額金 

取崩額 
  △693 － －  △696

中間（当期） 

未処分利益 
  9,225 － －  14,762
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

資本金 
資本準備金

資本剰

余金合

計 

利益準備金 特別償却

準備金 

圧縮積立

金 

別途積立

金 

繰越利益

剰余金 

利益剰

余金合

計 

平成18年３月31日残高（百万円） 10,274 11,120 11,120 453 14 90 15,000 14,762 30,319

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当   △429 △429

利益処分による役員賞与   △159 △159

中間純利益   6,320 6,320

 特別償却準備金の取崩  △13  13 -

 圧縮積立金の取崩  △4  4 -

 別途積立金の積立  10,000 △10,000 -

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）        -         -

 

-        - △13 △4 10,000  △4,251  5,732

平成18年９月30日残高（百万円）   10,274  11,120 11,120 453 1 87 25,000  10,511 36,051

 

株主資本 評価・換算差額等 

  

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金
土地再評価差額金

評価・換算差額

等合計 

純資産合計

平成18年３月31日残高（百万円） △2,179 49,534 2,290 4,745 7,035 56,569

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △429  △429

利益処分による役員賞与  △159  △159

中間純利益  6,320  6,320

 特別償却準備金の取崩  -  -

 圧縮積立金の取崩  -  -

 別途積立金の積立  -  -

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）   △617        - △617  △617  

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）        - 5,732 △617        - △617  5,115  

平成18年９月30日残高（百万円） △2,179 55,266 1,673    4,745 6,418  61,684
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
１ 有価証券の評価基準及び評価方法 
 ⑴ 子会社株式及び関連会社株式  
 移動平均法による原価法 
 ⑵ その他有価証券  
 
 

時価のあるもの 
 
時価のないもの 

中間決算日の市場価格等に基づく時価法 
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
移動平均法による原価法 
 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 
 デリバティブ         時価法 

 
３ たな資産の評価基準及び評価方法 
 ⑴商品、製品、半製品、原材料及び貯蔵品 
 総平均法に基づく原価法、なお貯蔵品の一部は最終仕入原価法 
 ⑵ロ－ル 

個別法に基づく原価法 
 

４ 固定資産の減価償却の方法 
 
 
 
 

⑴有形固定資産 
  定額法を採用しております。 
    なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物 31年 
構築物 30年 
機械及び装置 14年 
車両及び運搬具 4年 
工具器具及び備品 6年 

⑵無形固定資産 
定額法を採用しております。 
なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 
 

５ 引当金の計上基準 
 
 
 

⑴貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

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おります。 
 
 

⑵賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上し

ております。 
 
 

⑶退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業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、当中間

会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 
 
 
 
 

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法によ
り按分した額を費用処理しております。 
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10 年)による定額法
により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

 
 

⑷役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 

 
 
 

⑸PCB廃棄物処理費用引当金 
「ポリ塩化ビフェニール廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」による、PCB廃棄物の適正処理に要す
る支出に備えるため、将来の廃棄処理に係る負担見込額を計上しております。 

 
 

⑹役員賞与引当金 
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上して

おります。 
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６ 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おります。 

７ 重要なヘッジ会計の方法 
 
 
 

⑴ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には、特

例処理を採用しております。 
⑵ヘッジ手段とヘッジ対象 
・ヘッジ手段 金利スワップ 
・ヘッジ対象 借入金利息 
⑶ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に

行っております。 
⑷ヘッジ有効性評価の方法 

各取引毎にヘッジ手段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことによりヘッジの有効性評価を行っており

ます。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。 
 

８ その他中間財務諸表作成のための重要な事項 
 
 
 

⑴消費税等の会計処理 
  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
⑵連結納税制度の適用 
連結納税制度を適用しております。 

 

 

 

会計処理の変更 

 

⑴ 役員賞与に関する会計基準 

 当中間会計期間から、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。この結果、従来の方法に比べ販売費及び一般管理費が77百万円増加し、営業利益、経常利益、

及び税引前中間純利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

⑵ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

  当中間会計期間から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は61,684百万円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             61,423百万円 

   

※２ 担保に供している資産 

  金融機関の借入金及び取引上の債務に

対する保証として資産の一部が担保に

供されており、その内訳は以下の通り

であります。 

   担保提供資産                       

建物 7,303百万円 (6,473百万円)

機械及び装置 13,740百万円 (13,740百万円)

土地 18,655百万円 (13,270百万円)

有形固定資産 

「その他」 
1,302百万円 (1,302百万円)

投資有価証券 114百万円

合計 41,113百万円 (34,784百万円)

 

上記に対応する債務 

 一年内返済予定長期借入金 9,531百万円

 長期借入金 13,318百万円

 買掛金、 

流動負債「その他」 
3,126百万円

 合計 25,975百万円

  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当を示

しております。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             61,770百万円

   

※２ 担保に供している資産 

  金融機関の借入金及び取引上の債務に

対する保証として資産の一部が担保に

供されており、その内訳は以下の通り

であります。 

   担保提供資産                       

建物 7,308百万円 ( 6,442百万円)

機械及び装置 14,226百万円 (14,226百万円)

土地 18,655百万円 (13,270百万円)

有形固定資産 

「その他」 
1,339百万円 ( 1,339百万円)

投資有価証券 114百万円

合計 41,641百万円 (35,276百万円)

 

上記に対応する債務 

 一年内返済予定長期借入金 8,553百万円

 長期借入金 9,065百万円

 買掛金、 

流動負債「その他」 
3,182百万円

 合計 20,799百万円

  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当を示

しております。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             60,863百万円 

    

※２ 担保に供している資産 

  金融機関の借入金及び取引上の債務に

対する保証として資産の一部が担保に

供されており、その内訳は以下の通り

であります。 

   担保提供資産             

建物 7,406百万円 (6,557百万円)

機械及び装置 13,529百万円 (13,529百万円)

土地 18,843百万円 (13,270百万円)

有形固定資産 

「その他」 
1,275百万円 (1,275百万円)

投資有価証券 2,720百万円

投資その他の資産

｢その他｣ 
35百万円

合計 43,808百万円 (34,631百万円)

 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,800百万円

一年内返済予定長期借入金 10,974百万円

長期借入金 15,585百万円

買掛金、 

流動負債「その他」 
3,123百万円

合計 31,482百万円

  

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当を示し

ております。 

 

３ 偶発債務 

  下記の会社の金融機関等からの借入

等に対し、債務保証を行っておりま

す。 

関東スチール㈱ 2,709百万円

 共英リサイクル㈱ 656百万円

 共英建材工業㈱ 12百万円

 ㈱共英メソナ 3百万円

    合計 3,380百万円

   このほかに下記の会社の金融機関か

らの借入に対し、経営指導念書を差し

入れております。 

共英産業㈱ 100百万円
 

３ 偶発債務 

  下記の会社の金融機関等からの借入

等に対し、債務保証を行っておりま

す。 

関東スチール㈱ 1,690百万円

 共英リサイクル㈱ 610百万円

 共英建材工業㈱ 3百万円

    合計 2,303百万円

   このほかに下記の会社の金融機関から

の借入に対し、経営指導念書を差し入

れております。 

共英産業㈱ 89百万円
 

３ 偶発債務 

  下記の会社の金融機関等からの借入

等に対し、債務保証を行っておりま

す。 

関東スチール㈱ 4,377百万円

 共英リサイクル㈱ 701百万円

 共英建材工業㈱ 55百万円

 ㈱共英メソナ 16百万円

    合計 5,149百万円

   このほかに下記の会社の金融機関か

らの借入に対し、経営指導念書を差し

入れております。 

共英産業㈱ 123百万円
 

※４  

 

― 

 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

表示のうえ、流動負債「その他」に含

めて表示しております。 

 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 
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前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

５ 当社は運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行６行と当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。 

当事業年度末における当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約に係る借

入未実行残高は以下の通りでありま

す。 
 
当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額 
21,400百万円 

借入実行残高 ―百万円 

差引額 21,400百万円 

５ 当社は運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行６行と当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。 

当中間会計期間末における当座貸越

契約及び貸出コミットメント契約に係

る借入未実行残高は以下の通りであり

ます。 
 
当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額 
21,400百万円 

借入実行残高 ―百万円 

差引額 21,400百万円 

５ 当社は運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行６行と当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。 

当中間会計期間末における当座貸越

契約及び貸出コミットメント契約に係

る借入未実行残高は以下の通りであり

ます。 

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額 
23,200百万円 

借入実行残高 1,800百万円 

差引額 21,400百万円 
 

※６ 当事業年度に実施した直接減額方式

による圧縮記帳額は29百万円であり、

国庫補助金等に係る資産の取得価額の

直接圧縮累計額は29百万円でありま

す。 

 

※６ 当中間会計期間末における国庫補助

金等に係る資産の取得価額の直接圧縮

累計額は29百万円であります。 

※６ 当中間会計期間に実施した直接減額

方式による圧縮記帳額は2百万円であ

り、国庫補助金等に係る資産の取得価

額の直接圧縮累計額は2百万円でありま

す。 

 

※７ 

 

 

 

 

― 

※７ 中間会計期間末日満期手形の会計処

理については手形交換日をもって決済

処理しております。 

   なお、当中間会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間会計

期間末日満期手形が中間会計期間末残

高に含まれております。 

受取手形 7,410百万円

支払手形 564百万円

設備支払手形 94百万円

     

※７ 

 

 

 

 

― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産除売却損の内容は以下の通

りであります。 

 除却損 
(百万円) 

売却損 
(百万円) 

建物 18 － 

構築物 13 － 

機械及び装置 89 16 

土地 － 251 

撤去費 34 － 

その他 4 0 

合計 158 267 

 

 

 

※１ 固定資産除売却損の内容は以下の通

りであります。 

 除却損 
(百万円) 

売却損 
(百万円) 

建物 12 - 

構築物 5 - 

機械及び装置 97 78 

撤去費 35 - 

その他 2 - 

合計 150 78 
 

※１ 固定資産除売却損の内容は以下の通

りであります。 

 除却損 
(百万円) 

売却損 
(百万円) 

建物 27 29 

構築物 14 － 

機械及び装置 135 71 

土地 － 251 

撤去費 69 － 

その他 5 0 

合計 251 351 
 

※２ 事故災害損失は、平成17年４月に発

生した山口事業所のテント倉庫火災・

爆発事故による近隣地区への補償等に

よる損失計上額であります。 

 

※２  

 

― 

※２ 事故災害損失は、平成17年４月に発

生した山口事業所のテント倉庫火災・

爆発事故による近隣地区への補償等に

よる損失計上額であります。 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産   1,478百万円 

無形固定資産      17百万円 

 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産   1,532百万円 

無形固定資産      34百万円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産  3,000百万円 

無形固定資産     42百万円 

 

 

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

 普通株式（株） 1,843,840 ― ― 1,843,840
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⑵ リース取引関係 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１ 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） 

１ 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） 

１ 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） 

① リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

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及び中間期

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及び期末残

高相当額 

 取得価額 

相当額 

減価償却累

計額相当額

中間期末 

残高相当額 

 (百万円) (百万円) (百万円) 

機械及び装置 58 20 38 

その他 

（車両及び運

搬具） 

56 19 37 

その他 

（工具器具及

び備品） 

134 50 85 

無形固定資産 

（ソフトウェ

ア） 

83 67 17 

合計 333 156 177 
 

 取得価額

相当額

減価償却累

計額相当額

中間期末残

高相当額

 (百万円) (百万円) (百万円)

機械及び装置 58 32 27

その他 

（車両及び運

搬具） 

88 33 55

その他 

（工具器具及

び備品） 

112 52 60

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

19 14 5

合計 277 130 148
 

 取得価額 

相当額 

減価償却累 

計額相当額 

期末残高

相当額

 (百万円) (百万円) (百万円)

機械及び装置 58 26 32

その他 

（車両及び運

搬具） 

88 24 64

その他 

（工具器具及

び備品） 

129 57 72

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

68 59 10

合計 343 165 178
 

 

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

 

（注）同左 

 

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 58百万円

１年超       119百万円

合計 177百万円
 

 

② 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 54百万円

１年超       94百万円

合計 148百万円
 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 58百万円

１年超       120百万円

合計 178百万円
 

 

（注）未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

 

（注）同左 

 

（注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 

③ 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 33百万円

減価償却費相当額 33百万円

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

    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

おります。 

（減損損失について） 

    リース資産に配分された減損損

失はありませんので項目等の記載

は省略しております。 

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 31百万円

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

 

 

（減損損失について） 

    同左 

 

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 67百万円

減価償却費相当額 67百万円

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

 

 

（減損損失について） 

    同左 
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⑶ 有価証券関係 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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⑷ １株当たり情報 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 1,413円83銭 1,725円20銭 1,577円69銭

１株当たり中間(当期)純利益 172円46銭 176円76銭 323円29銭

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

中間貸借対照表の純資産の部
の合計額 
(百万円) 

－ 61,684 －

普通株式に係る純資産額(百
万円) 

－ 61,684 －

普通株式の発行済株式数(千
株) 

－ 37,599 －

普通株式の自己株式数(千株) － 1,844 －

１株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数（千
株） 

－ 35,755 －

 
２ １株当たり中間（当期）純利益 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当
期)純利益(百万円) 

6,340 6,320 11,881

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

－ － 159

普通株主に帰属しない金額の
主要な内訳(百万円) 

 利益処分による役員賞与金 － － 159

  

普通株式に係る中間(当期)純
利益(百万円) 

6,340 6,320 11,722

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

36,762 35,755 36,258

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 

－ － －
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

１ 株式交換による完全子会社化 

 当社は平成17年８月17日開催の取締役

会において、共英産業㈱及び㈱共英メソナ

と株式交換により、当社が共英産業㈱及び

㈱共英メソナの発行済株式総数の全株数を

取得し、完全子会社とする旨の株式交換契

約について決議し、同日付で株式交換契約

を締結いたしました。同契約は商法第353

条第１項の規定に基づき、当社の株主総会

の決議を得ない簡易株式交換制度を採用

し、平成17年10月１日に株式交換が実施さ

れております。 

⑴ 株式交換の相手会社の名称等 

名称     共英産業㈱ 

本店所在地  大阪府枚方市 

代表者の氏名 代表取締役社長 

吉岡龍太郎 

資本金    180百万円(平成17年10月

１日現在) 

事業の内容  産業廃棄物の処理及び収

集運搬 

産業廃棄物の再生利用  

     鋼材の加工販売、製鉄用

原材料の販売 

損害保険代理業 

 

名称     ㈱共英メソナ 

本店所在地  大阪市西淀川区 

代表者の氏名 代表取締役社長 

              高島浩司 

資本金     50百万円(平成17年10月

１日現在) 

事業の内容   構内荷役作業請負業 

自動車運送取扱業 

産業廃棄物の収集運搬及

び処分業 

倉庫業 

 

⑵ 株式交換の目的 

共英産業㈱及び㈱共英メソナを完全子

会社とすることで従来以上にグループ

戦略を迅速に実施することが可能とな

り、当社グループが今後注力しようと

考えている環境リサイクル事業の強化

が図れるものと判断したものでありま

す。 

 

１ 公募による新株式発行 

 当社は平成18年11月14日及び平成18年11月

29日開催の取締役会において、当社株式の株

式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券

取引所への上場に伴う公募による新株式の発

行の決議を行い、平成18年12月18日に払込が

完了いたしました。この結果平成18年12月18

日付で資本金は17,048百万円、発行済株式総

数は43,598,730株となりました。 

新株式発行の概要は以下の通りでありま

す。 

⑴募集方法 

 一般募集（ブックビルディング方式による

募集） 

⑵発行する株式の種類及び数 

 普通株式 6,000,000株 

⑶発行価格 

 １株につき2,400円 

 一般募集はこの価格にて行いました。 

⑷引受価額 

 １株につき2,258円 

 この価額は当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受取った金額でありま

す。なお、発行価格と引受価額との差額の

総額は、引受人の手取金となります。 

⑸発行価額 

 1株につき1,870円 

（資本組入額 1,129円） 

⑹発行価額の総額 

 11,220百万円 

⑺払込金額の総額 

 13,548百万円 

⑻資本組入額の総額 

 6,774百万円 

⑼払込期日 

 平成18年12月18日 

⑽資金の使途 

 設備投資資金及び借入金の返済 

 

当社の保有する太陽鉄工株式会社の全

株式を譲渡することについて 

 

平成18年6月21日に、当社とパーカ

ー・ハネフィン社は、当社が18.3％保

有する太陽鉄工株式会社の全株式

（8,410千株）を平成18年6月23日に同

社に譲渡することについて合意をし、

株式譲渡契約を締結しました。同契約

条項に従い、当該株式の譲渡は平成18

年6月23日に実施され、当社は投資有価

証券売却益として2,362百万円を計上い

たしました。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

⑶ 株式交換比率 

共英産業㈱の１株に対し、当社株式310

株を割り当て、㈱共英メソナの１株に対

し、当社株式12株を割り当てるものであ

ります。 

 

⑷ 株式交換により発行する新株式数 

 普通株式 834,900株 

 

⑸ 共英産業㈱及び㈱共英メソナの資産

負債の状況等 

    （平成17年３月31日現在） 

（共英産業㈱） 

流動資産 5,606百万円 

固定資産 3,738百万円 

資産合計 9,343百万円 

  

流動負債 5,655百万円 

固定負債 2,378百万円 

負債合計 8,034百万円 

資本 1,310百万円 

負債及び資本合計 9,343百万円 

 

（㈱共英メソナ） 

流動資産 969百万円 

固定資産 323百万円 

資産合計 1,292百万円 

  

流動負債 805百万円 

固定負債 109百万円 

負債合計 914百万円 

資本 378百万円 

負債及び資本合計 1,292百万円 
 

２ 子会社からの自己株式買受 

 平成17年10月１日実施の株式交換によ

り当社の完全子会社となった共英産業㈱が

保有する当社株式につき、商法第211条の

３の規定に従い、平成17年10月14日の取締

役会決議に基づき同日付で同社より自己株

式を取得いたしました。 

 ⑴取引の相手方 

  共英産業㈱ 

 ⑵取得時期  

  平成17年10月14日 

 ⑶取得した自己株式数  

  普通株式 1,842,060株 

 ⑷取得価格総額 

  2,177百万円 

 ⑸取得の方法 

  相対取引 

２ 売出し（オーバーアロットメントによる売

出し）に関連して行う第三者割当増資による新

株式発行 

当社は平成18年11月14日及び平成18年11月29

日開催の取締役会において、オーバーアロット

メントによる当社株式の売出し（野村證券株式

会社が当社株主から借受ける当社株式

1,300,000株の売出し）に関連する第三者割当

増資を実施することを決議しております。 

⑴募集方法 

 野村證券株式会社を割当先とする第三者割当

増資 

⑵発行する株式の種類及び数 

 普通株式 1,300,000株 

⑶割当価格 

 １株につき2,258円 

⑷発行価額 

 1株につき1,870円 

（資本組入額 1,129円） 

⑸発行価額の総額 

 2,431百万円 

⑹払込金額の総額 

 2,935百万円 

⑺資本組入額の総額 

 1,468百万円 

⑻払込期日 

 平成19年１月16日 

⑼資金の使途 

 設備投資資金及び借入金の返済 

 (注)本新株発行は、一般募集並びに引受人の

買取引受による売出しにあたって、その需要状

況を勘案した上で行うオーバーアロットメント

による売出しに関連して行う第三者割当増資で

あります。野村證券株式会社は、平成18年12月

19日から平成19年１月９日までの間、上記オー

バーアロットメントによる売出しのために当社

株主から借受けた株式の返却を目的として取引

所においてオーバーアロットメントによる売出

しに係る株式数を上限とするシンジケートカバ

ー取引を行う場合があります。 

野村證券株式会社は、上記シンジケートカバ

ー取引により取得した株式について、当該株式

数については、割当てに応じない予定でありま

すので、その場合には本件第三者割当増資にお

ける発行数の全部または一部につき申込みが行

われず、その結果、失権により本件第三者割当

増資における最終的な発行数が減少する、また

は発行そのものが全く行われない場合がありま

す。また、シンジケートカバー取引期間内にお

いても、野村證券株式会社の判断でシンジケー

トカバー取引を全く行わないか若しくは上限株

式数に至らない株式数でシンジケートカバー取

引を終了させる場合があります。 

― 

 


