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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 158,873 6.4 21,463 △25.0 21,815 △26.1 15,630 △10.2

18年３月期 149,309 8.3 28,613 11.8 29,517 18.5 17,412 15.6

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 414 23 － － 18.9 13.7 13.5

18年３月期 478 98 － － 30.8 20.6 19.2

（参考）持分法投資損益 19年３月期 1,153百万円 18年３月期 1,606百万円

(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

19年３月期 168,897 98,899 58.2 2,283 63

18年３月期 148,617 66,703 44.9 1,859 88

（参考）自己資本 19年３月期 98,321百万円 18年３月期 －百万円

(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

19年３月期 13,341 △5,304 △5,217 13,703

18年３月期 20,514 218 △18,651 10,885

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円        銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 －  12 0 12 0 429 2.5 0.8
19年３月期 －  30 0 30 0 1,292 7.2 1.4

20年３月期（予想） 15 0 15 0 30 0 － 11.7 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 86,000 13.6 7,700 △35.4 8,000 △36.2 4,500 △50.0 104 52

通期 180,000 13.3 18,500 △13.8 19,000 △12.9 11,000 △29.6 255 49
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

      

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 44,898,730株 18年３月期 37,598,730株

②　期末自己株式数 19年３月期 1,843,840株 18年３月期 1,843,840株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 120,299 7.1 15,450 △27.4 15,175 △27.1 10,841 △8.8

18年３月期 112,294 5.9 21,269 7.9 20,815 9.7 11,881 14.9

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

円 銭 円 銭

19年３月期 287 32 － －

18年３月期 323 29 － －

(2）個別財政状態

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

19年３月期 137,490 82,865 60.3 1,924 63

18年３月期 119,356 56,569 47.4 1,577 69

（参考）自己資本 19年３月期 82,865百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 64,000 13.5 5,500 △35.8 5,500 △35.3 3,000 △52.5 69 68

通期 135,000 12.2 13,500 △12.6 13,500 △11.0 7,500 △30.8 174 20

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後の様々な要因により、

   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につきましては、添付資料の４ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、高水準の企業収益を背景とした民間設備投資の拡大、堅調な輸出、雇用環

境の改善から個人消費が回復傾向を示すなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

　鉄鋼業界におきましては、中国をはじめ東南アジア諸国の急速な生産拡大により、自動車、造船、電機および産業

機械など製造業向け需要が引き続き堅調に推移し、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、粗鋼

生産量は１億1,775万トンと高水準を維持しました。

　一方、当社の属する普通鋼電炉業界では、主な需要先である建設分野において縮減する公共投資の中で公共土木工

事の減少は続きましたが、企業の旺盛な設備投資に加えてマンションや商業施設などの民間建築需要の増加により、

建設用鋼材需要は底堅く推移し前年度を上回りました。しかし、主原料である鉄スクラップ価格は、世界中での鉄ス

クラップ需要の急増に伴う日本からの輸出量の増大や、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、

昨年７月から騰勢を強め、11月に急騰して27年振りに３万円台を超え、本年３月には４万円に迫る水準にまで達しま

した。

　このような状況の下、当社グループは、鉄スクラップ価格の高騰に対応する製品価格の形成に取り組んでまいりま

したが、当連結会計年度におきましては製品価格の改善が鉄スクラップ価格の高騰を吸収するに至らず、収益環境は

下半期に急速に悪化いたしました。

　その結果、当期の当社グループ業績につきましては、連結売上高は158,873百万円と前期対比9,563百万円（6.4％）

の増収となりました。連結営業利益は21,463百万円と前期対比7,150百万円（25.0％）の減益、連結経常利益は21,815

百万円と前期対比7,702百万円（26.1％）の減益となりました。当期純利益につきましては、昨年６月に当社が保有す

る太陽鉄工株式会社の全株式を売却し、投資有価証券売却益2,362百万円を計上したこともあり、連結当期純利益は

15,630百万円と前期対比1,782百万円（10.2％）の減益にとどまりました。

　なお、昨年12月には東京証券取引所および大阪証券取引所の市場第一部に当社株式を上場いたしました。上場時に

実施した公募増資（600万株）と本年１月に実施したオーバーアロットメントによる第三者割当増資（130万株）によ

り、当社は16,483百万円を調達し、当社の資本金は18,516百万円に増加しました。

　この増資資金と事業収益により、当期も一段と有利子負債の圧縮に努めました。平成19年３月末に当社および関東

スチール株式会社で銀行借入金の前倒し返済9,055百万円を実施したこともあり、当連結会計年度末の当社グループの

借入金残高は10,059百万円となり、前連結会計年度末対比で21,011百万円の減少となりました。

　業界の構造改善につきましては、関西地区の細物メーカーである岸和田製鋼株式会社からの申し出を受け入れ、平

成19年３月に株式の相互保有を実施することを合意し、当社は同社の発行済株式の５％を取得しました。

 

　事業の種類別セグメントの業績は以下の通りです。

① 鉄鋼事業

　当事業部門におきましては、公共工事の減少は続いたものの、緩やかな景気回復基調に伴い国内の民間建築需要が

増加したことにより、鋼材需要が底堅く推移した結果、鋼材製品の出荷は前期対比で70千トン増加しました。製品出

荷価格につきましては、需要に見合った生産・販売に徹しつつ、高騰する鉄スクラップ価格に対応する製品価格の引

き上げを最優先課題として取り組んだ結果、前期対比でトン当たり２千円上昇しました。これらの結果、売上高は

151,499万円と前期対比9,495百万円（6.7％）の増収となりました。しかし、主原料である鉄スクラップ価格は期初の

トン当たり25千円から期末にかけて同35千円になるなど急騰しましたので、年度平均の売買格差は前期対比トン当た

り４千円悪化するなど収益環境は前期に比べて大幅に悪化しました。なお、連結子会社である共英建材工業株式会社

は、堅調な需要と安定した市場環境の下、９億円を超える過去最高の経常利益を計上することができました。

　以上の結果、営業利益は20,049百万円と前期対比7,400百万円（27.0％）の減益となりました。

② 環境リサイクル事業

　当事業部門におきましては、資源循環型産業社会の意識の高まりもあり、適切かつ適正に産業廃棄物の処理・処分

ができる当社への処理依頼が増加し、増収・増益となりました。また、連結子会社である共英リサイクル株式会社で

は、保有するガス化溶融炉の安定操業を目指し、設備納入メーカーである住友金属工業株式会社と共同で、早期の稼

働率改善に取り組んでおります。

　その結果、売上高は6,887百万円と前期対比で147百万円（2.2％）の増収となり、営業利益は1,945百万円と前期対

比159百万円（8.9％）の増益となりました。

③ その他の事業

　その他の事業につきましては、子会社を通じて土木資材の販売および保険代理店業等を行っており、売上高は487百

万円と前期対比で78百万円（13.8％）の減収となり、営業利益は41百万円と前期対比若干の減益となりました。
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　次期の見通しにつきましては、日本経済は好調な企業業績と個人消費の回復を背景として引き続き堅調に推移する

ものと考えております。鉄鋼業界におきましても、自動車、造船、機械、電機業界向けの鋼板を中心とした高級品に

対する需要は好調であり、高炉はフル生産体制を維持するものと思われます。電炉業界におきましても、旺盛な民間

設備投資を背景として、民需中心に建設鋼材需要は堅調に推移するものと考えております。一方主原料である鉄スク

ラップにつきましては、世界的に需要が旺盛であり、今後も高値で推移するものと考えております。また、原油高に

端を発したエネルギーコストの高騰と諸資材の値上がりも顕著であります。従いまして当社グループを取り巻く経営

環境は、コスト・プッシュのインパクトが引き続き強く、厳しさを増すものと考えております。

　このような経営環境を踏まえまして、当社グループは、鉄スクラップの値上がりに見合い、十分な売買格差が確保

できるような製品価格形成を実現するために、需要に見合った生産・販売に一層徹することで、市場均衡をさらに強

化してまいります。各製造現場では最適生産体制によるコスト削減を推進し、コスト・プッシュの吸収に努めてまい

ります。また、将来的に一層の再編が必要と考えられる電炉業界にあって、当社は、他社とのアライアンスを積極的

に推進していくことによる事業基盤の強化を着実に進めます。その他の経営の重点方針としては、コンプライアンス

最重視の経営の推進、安全対策の徹底、環境対策の充実・強化、人材の強化・育成による企業価値の拡大の可能性を

追求してまいりたいと存じます。

　業績予想につきましては、連結売上高180,000百万円、連結営業利益18,500百万円、連結経常利益19,000百万円、連

結当期純利益11,000百万円を見込んでおります。　　　 　　　　　

　当社グループは、強固な経営基盤の構築に向け、平成18年３月期から平成20年３月期にわたる３ヵ年の第三次中期

経営計画を推進しております。同計画におきましては、３ヵ年での連結経常利益総額600億円の達成を目標の一つに定

めておりますが、この点につきましては、前連結会計年度および当連結会計年度の経常利益額の合計が513億円（２年

目までの目標382億円に対し134％達成）に達し、計画達成が視野に入った状況であります。また、計画最終年度の平

成20年３月期において目標とする総資産事業利益率（ＲＯＡ）10％に対し当連結会計年度では13.6％、ＤＥレシオ目

標0.13に対し同0.10の達成となりました。これは、生産・販売の実需対応政策による製品の価格形成が安定的な成果

を挙げたことと、環境リサイクル事業の着実な伸長により収益力を強化してきたこと、ならびに、好調な業績による

潤沢な営業キャッシュ・フローと株式上場による資金調達にて有利子負債の削減をグループ全体で進めたことによる

財務体質の改善などによるものです。

(2）財政状態に関する分析

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28.5％増加し、79,479百万円となりました。これは、当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10,926百万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3.1％増加し、89,418百万円となりました。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1,419百万円増加したことと、保有株式の時価が増加したため投資その他の資産が1,255

百万円増加したことなどによります。

　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ13.6％増加し、168,897百万円となりました。

（ロ）負債

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.4％増加し、58,548百万円となりました。これは当期末日が休日であった

ことと、主原料価格の上昇による営業債務の増加等の影響により支払手形及び買掛金が12,875百万円増加したものの、

借入金の前倒し返済を実施したため一年内返済予定長期借入金が6,667百万円減少、当期の法人税額の減少により未払

法人税等が4,885百万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56.8％減少し、11,450

百万円となりました。これは長期借入金が15,206百万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14.1％減少し、69,998百万円となりました。

（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14,995百万円であったこと、当期に増資を実施したことにより、

資本金の増加が8,242百万円であったこと、資本剰余金の増加が8,242百万円であったこと、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47.4％増加し、98,899百万円となりました。１株当たり純資産は、前

連結会計年度末に比べ423円75銭増加し、2,283円63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、58.2％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度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2,819百万円

増加し、13,703百万円となりました。 当連結会計年度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
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通りです。

（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13,341百万円の収入となり前期対比7,173百万円の収入の減少となりました。

主な内訳としましては、税金等調整前当期純利益23,611百万円、減価償却費4,643百万円、仕入債務の増加額12,875百

万円等による資金の増加と、売上債権の増加額10,926百万円による資金の減少、法人税等の支払額11,910百万円等に

よる資金の減少によるものです。

（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5,304百万円の支出となり、前期対比5,523百万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1,661百万円、短期有価証券の取得による支出

798百万円、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5,681百万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2,942百万円によるものです。

（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5,217百万円の支出となり、前期対比13,434百万円の支出の減少となりました。

主な内訳としましては、新株発行による増資資金の手取収入16,391百万円、短期借入金の増加額862百万円、前倒し返

済を含め長期借入金の返済による支出21,872百万円、配当金の支払額429百万円によるものです。

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す。

 平成17年3月期 平成18年３月期 平成19年３月期

 自己資本比率  33.8％  44.9％  58.2％

 時価ベースの自己資本

比率
-  -  78.8％

 キャッシュ・フロー対

有利子負債比率
 296.2％ 152.5％ 76.2％

 インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
 11.1倍  16.1倍 13.1倍

(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

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、当社の企業価値を高めることが株主への最大の利益還元となることであると位置づけております。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を確保しつつ、配当性向や配当利回り

についての動静を総合的に勘案の上、安定配当の継続を目指してまいる所存です。

　当期の期末配当金につきましては、前期に比べて18円増配となる１株につき30円といたしたく存じます。次期の配

当につきましては、中間配当を実施することとし、１株当たり配当金は、中間期末15円、期末15円の年間30円を予想

しております。
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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19年３月31日現在、住友金属工業株式会社は当社発行済株式の25.8％（当社議決権比率では26.9％）を保有す

る当社の筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用関連会社です。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工業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

社との間で、鉄鋼製品の主原料である鉄スクラップ、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、氏名等は以下のとおりです。 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

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が重なり得ないため、競合関係にありません。

 

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、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、公共投資が継続的に縮減していく中では、長期的には建設需要は漸減してい

く見込みであります。一方、供給面では電炉メーカーは37社と多数存在しており、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鉄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、今後大きく伸長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
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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割を発送運賃が占めます。当社の製品配送は大部分がトラックによる運

送ですので、原油価格の高騰によるガソリン価格の上昇が、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。

 

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支出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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２．企業集団の状況
 

＜事業系統図＞

 

共 

英 

製 

鋼 

㈱ 

顧客(得意先) 

鉄鋼事業 環境リサイクル事業 

その他の事業 

鉄鋼製品販売、原料仕入 
 
＊共英産業㈱ 

鋼材加工販売 
 
＊共英建材工業㈱ 

異形棒鋼製造販売 
 
＊関東スチール㈱ 

製品輸送 
 
＊㈱共英メソナ 

鉄筋加工販売 
 
＊共英加工販売㈱ 

異形棒鋼製造販売 
 
＊＊中山鋼業㈱ 

異形棒鋼・鋼材製造販売 
 
＊＊ビナ・キョウエイ・ 

スチール社(ベトナム) 

異形棒鋼・鋼材製造販売 
 
＊＊千代田鋼鉄工業㈱ 

異形棒鋼共販会社 
 
関西棒鋼㈱ 

異形棒鋼共販会社 
 
中部棒鋼㈱ 

異形棒鋼共販会社 
 
九州棒鋼㈱ 

(その他関連会社３社) 

保有株式の管理 
 
＊㈲春光社 

金融資産の管理 
 
＊㈱ケイ・ワイ 

コーポレーション 

土木資材販売、 
保険代理店業等 
 
＊共英産業㈱ 

医療廃棄物、産業廃棄物 
の中間処理 
 
＊共英リサイクル㈱ 

医療廃棄物、産業廃棄物 
の収集運搬及び中間処理 
 
＊㈱共英メソナ 

産業廃棄物処理、 
再生砕石事業 
 
＊共英産業㈱ 

＊ ：連結子会社 

＊＊：持分法適用関連会社 

無印：持分法非適用関連会社 

：製品 

：半製品(鋼片) 

：原材料(スクラップほか) 

：役務(加工・サービス) 

：運輸 

(その他非連結子会社１社) 

＊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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３．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）目標とする経営指標

　平成17年４月に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は、

次の二点に集約されます。第一点は、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。第二点は、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。成長戦略を担保すべき経営指標としては、総資産事業利益率（ＲＯ

Ａ）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、マーケッ

トを重視し、最も受け入れられ、最も尊敬され、顧客から第一に選好される電炉メーカーとなり、最高の資本効率で、

最強のコスト競争力を持つ地域No.1ミルの実現を目指しております。

 

(3）会社の対処すべき課題

　当社グループの主要セグメントである鉄鋼事業と環境リサイクル事業の課題は以下の通りです。

① 鉄鋼事業

　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

炉業界においては、主原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くはありませんので、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・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、前期（平成18年３月期）には過去最高益を実現し、当期も高い水準の利益計上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、ネジ節鉄筋および継ぎ手商品な

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。

② 環境リサイクル事業

　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。しかしながら、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。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シュレッダーダスト（ＡＳＲ）の適正処理に関する社会からの要請が高まったことを契機

とし、当社は山口事業所敷地内に新た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

在は設備納入メーカーである住友金属工業株式会社と共同で、立ち上がりの操業安定化に取り組んでいる状況であり

ます。早期に操業を安定させ、電炉溶融とガス化溶融炉との最適結合を実現することにより、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。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19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 ※３  9,961   9,083  △878

２　受取手形及び売掛金 ※９  35,777   46,703  10,926

３　有価証券   －   3,638  3,638

４　たな卸資産   13,136   14,984  1,848

５　繰延税金資産   876   546  △330

６　その他   2,146   4,573  2,427

貸倒引当金   △46   △47  △2

流動資産合計   61,850 41.6  79,479 47.1 17,629

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※８        

(1）建物及び構築物 ※３ 32,564   33,133    

減価償却累計額  △16,080 16,484  △17,002 16,131  △353

(2）機械装置及び運搬具 ※３ 74,115   77,088    

減価償却累計額  △53,172 20,943  △54,941 22,147  1,204

(3）土地 ※2,3  26,187   26,511  324

(4）建設仮勘定   14   177  163

(5）その他 ※３ 1,639   1,774    

減価償却累計額  △1,285 354  △1,340 434  80

有形固定資産合計   63,982 43.1  65,401 38.7 1,419

２　無形固定資産   1,225 0.8  1,204 0.7 △21

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※1,3  17,928   18,710  782

(2）長期貸付金   317   294  △23

(3）繰延税金資産   31   40  9

(4）その他 ※１  3,398   3,859  461

貸倒引当金   △115   △90  25

投資その他の資産合計   21,559 14.5  22,814 13.5 1,255

固定資産合計   86,766 58.4  89,418 52.9 2,652

資産合計   148,617 100.0  168,897 100.0 20,281

         

共英製鋼株式会社（5440）平成 19 年３月期決算短信

－ 10 －



  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19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 ※3,9  26,671   39,545  12,875

２　短期借入金 ※３  526   1,388  862

３　一年内返済予定長期借
入金

※３  12,633   5,966  △6,667

４　未払法人税等   6,778   1,893  △4,885

５　賞与引当金   532   608  77

６　役員賞与引当金   －   201  201

７　その他 ※3,9  7,879   8,945  1,067

流動負債合計   55,018 37.0  58,548 34.7 3,529

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※３  17,910   2,704  △15,206

２　繰延税金負債   3,478   3,935  457

３　再評価に係る繰延税金
負債

※２  3,993   3,993  －

４　退職給付引当金   560   269  △291

５　役員退職慰労引当金   309   388  80

６　その他   262   161  △101

固定負債合計   26,512 17.8  11,450 6.8 △15,062

負債合計   81,530 54.8  69,998 41.4 △11,532

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   384 0.3  － － －

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※５  10,274 6.9  － － －

Ⅱ　資本剰余金   11,120 7.5  － － －

Ⅲ　利益剰余金   36,955 24.9  － － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２  4,745 3.2  － － －

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  5,324 3.6  － － －

Ⅵ　為替換算調整勘定   183 0.1  － － －

Ⅶ　自己株式 ※６  △1,899 △1.3  － － －

資本合計   66,703 44.9  － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

  148,617 100.0  － － －
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  18,516 11.0 －

２　資本剰余金   － －  19,362 11.5 －

３　利益剰余金   － －  51,950 30.8 －

４　自己株式   － －  △1,899 △1.1 －

株主資本合計   － －  87,928 52.1 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  5,451 3.2 －

２　土地再評価差額金 ※２  － －  4,746 2.8 －

３　為替換算調整勘定   － －  196 0.1 －

評価・換算差額等合計   － －  10,393 6.2 －

Ⅲ　少数株主持分   － －  578 0.3 －

純資産合計   － －  98,899 58.6 －

負債純資産合計   － －  168,897 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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   149,309 100.0  158,873 100.0 9,563

Ⅱ　売上原価   111,368 74.6  127,185 80.1 15,817

売上総利益   37,941 25.4  31,688 19.9 △6,254

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  9,329 6.2  10,225 6.4 896

営業利益   28,613 19.2  21,463 13.5 △7,150

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  30   27    

２　受取配当金  258   186    

３　持分法による投資利益  1,606   1,153    

４　その他  394 2,288 1.5 220 1,586 1.0 △703

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  1,289   937    

２　その他  96 1,384 0.9 297 1,233 0.8 △151

経常利益   29,517 19.8  21,815 13.7 △7,702

Ⅵ　特別利益         

１　投資有価証券売却益  8   2,362    

２　優先出資証券償還益  116   －    

３　貸倒引当金戻入益  2   23    

４　その他  46 172 0.1 62 2,446 1.5 2,275

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除売却損 ※３ 729   476    

２　固定資産減損損失 ※４ 264   －    

３　事故災害損失 ※５ 261   －    

４　借入金利スワップ解約
損等

 －   93    

５　その他  90 1,344 0.9 81 650 0.4 △694

税金等調整前当期純利
益

  28,344 19.0  23,611 14.9 △4,733

法人税、住民税及び事
業税

 10,493   7,120    

法人税等調整額  402 10,896 7.3 667 7,787 4.9 △3,109

少数株主利益   36 0.0  194 0.1 158

当期純利益   17,412 11.7  15,630 9.8 △1,782
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   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　資本剰余金期末残高   11,120

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   20,558

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  17,412 17,412

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  221  

２　役員賞与  98  

３　土地再評価差額金取崩額  696 1,014

Ⅳ　利益剰余金期末残高   36,955
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 8,242 8,242   16,483

剰余金の配当   △429  △429

利益処分による役員賞与   △205  △205

当期純利益   15,630  15,630

土地再評価差額金の取崩   △1  △1

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

8,242 8,242 14,995 － 31,478

平成19年３月31日残高
（百万円）

18,516 19,362 51,950 △1,899 87,928

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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

平成18年３月31日残高
（百万円）

5,324 4,745 183 10,253 384 67,086

連結会計年度中の変動額       

新株の発行    －  16,483

剰余金の配当    －  △429

利益処分による役員賞与    －  △205

当期純利益    －  15,630

土地再評価差額金の取崩    －  △1

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

127 1 13 140 194 335

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

127 1 13 140 194 31,813

平成19年３月31日残高
（百万円）

5,451 4,746 196 10,393 578 98,899
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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  28,344 23,611 △4,733

減価償却費  4,542 4,643 101

固定資産減損損失  264 － △264

引当金の増加額  230 43 △187

持分法による投資利益  △1,606 △1,153 453

投資有価証券売却償還損益  △124 △2,362 △2,239

固定資産除売却損益  724 473 △252

受取利息及び受取配当金  △289 △213 76

支払利息  1,289 937 △352

売上債権の増加額 ※２ △5,642 △10,926 △5,284

たな卸資産の増減額（△は増加）  640 △1,848 △2,488

仕入債務の増加額  4,208 12,875 8,667

その他  98 △248 △346

小計  32,680 25,832 △6,849

利息及び配当金の受取額  288 437 148

利息の支払額  △1,278 △1,017 261

事故損失支出金  △261 － 261

法人税等の支払額  △10,916 △11,910 △995

営業活動によるキャッシュ・フロー  20,514 13,341 △7,173

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  △1,160 △1,661 △502

定期預金の払戻による収入  1,048 807 △242

有価証券の取得による支出  － △798 △798

有価証券の売却・償還による収入  － 500 500

投資有価証券の取得による支出  △1 △366 △365

投資有価証券の売却償還による収入  2,253 2,942 689

貸付けによる支出  △12 △716 △704

貸付金の回収による収入  418 44 △374

有形固定資産の取得による支出  △3,072 △5,681 △2,609

有形固定資産の売却による収入  950 48 △902

無形固定資産の取得による支出  △154 △181 △27

その他  △52 △242 △190

投資活動によるキャッシュ・フロー  218 △5,304 △5,523
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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  △2,902 862 3,763

長期借入れによる収入  3,242 － △3,242

長期借入金の返済による支出  △18,608 △21,872 △3,264

借入金利スワップ解約等による支出  － △91 △91

割賦債務の返済による支出  △152 △78 74

株式の発行による収入  － 16,391 16,391

配当金の支払額  △221 △429 △208

少数株主に対する配当金の支払額  △10 － 10

財務活動によるキャッシュ・フロー  △18,651 △5,217 13,434

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1 △0 △1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  2,082 2,819 737

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  8,803 10,885 2,082

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 10,885 13,703 2,819
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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

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　８社

主要な連結子会社の名称

　　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

(1）連結子会社の数　　　  ８社

　　　　　 同左

 

 (2）主要な非連結子会社の名称等

㈲キョウエイ環境

(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、当期純損益（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。

　なお、㈱共英クリーンサービスについ

ては当連結会計年度において清算してお

ります。

（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、当期純損益（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㈱

(1）持分法適用関連会社の数　３社

　　　　　 同左

 

 

 

 (2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

㈲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㈱

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

　　　　 同左

 

 

 

 

 

 

 （持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純

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、持分法

の対象から除いても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

重要性がないためであります。

　なお、㈱共英クリーンサービスについ

ては当連結会計年度において清算してお

ります。

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純

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、持分法

の対象から除いても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

重要性がないためであります。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (3）持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社

の事業年度にかかる財務諸表を使用し

ております。

(3）　　　　　 同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は連結決算日と一致

しております。

同左

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

期末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、売却原価は移動平均

法により算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末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

時価のないもの

同左

 ②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

 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

③　たな卸資産

同左

 ロール

個別法に基づく原価法

 

(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

①　有形固定資産

同左

 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。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

　　株式交付費

──────

　　株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

(4）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。

①　貸倒引当金

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 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

連結会計年度の負担額を計上しておりま

す。

②　賞与引当金

同左

 ③　役員賞与引当金

　　　　　──────

③　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連

結会計年度の負担額を計上しております。

 ④　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　退職給付引当金

　           同左

 

 

 ⑤　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、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

(5）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。

同左

(6）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。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 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

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 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。

③　ヘッジ方針

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 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。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

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。

①　消費税等の会計処理

同左

 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。

②　連結納税制度の適用

同左

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につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、発生年

度に一括して償却しております。
──────

７　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　　　　　　──────

　20年以内のその効果の及ぶ期間にわ

たって規則的に償却しております。ただ

し、金額的に重要性の低い場合は、発生

年度に一括して償却しております。

　当連結会計年度については、該当事項

がありません。

 

８　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に

確定した利益処分又は、損失処理に基づい

て作成しております。

──────

９　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。

同左
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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の変更  

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．役員賞与に関する会計基

準

 

 　　　　

 

 　　　──────

　当連結会計年度から、「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201百万円増加し、

営業利益、経常利益、及び税金等調整前当

期純利益がそれぞれ同額減少しております。

２．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

等

 

 　　

 　　　──────

　当連結会計年度から、「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98,321百万円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結

会計年度における連結財務諸表は、改正後

の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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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、以下の

通りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、以下の

通りであります。

投資有価証券（株式） 4,521百万円

投資その他の資産「その他」

（出資金）
1,594百万円

投資有価証券（株式） 5,280百万円

投資その他の資産「その他」

（出資金）
1,800百万円

※２　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを

控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部

に計上しております。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定めると

ころの、地価税の計算のために公表された方法に

より算定した価額に合理的な調整を行う方法に

よっております。

・再評価を行った年月日　　　平成12年３月31日

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額　　　△5,636百万円

※２　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを

控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の

部に計上しております。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定めると

ころの、地価税の計算のために公表された方法に

より算定した価額に合理的な調整を行う方法に

よっております。

・再評価を行った年月日　　　平成12年３月31日

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額　　　△5,980百万円

※３　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

※３　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)

現金及び預金

（定期預金）
10百万円 

建物及び構築物 14,378百万円(13,251百万円)

機械装置及び運搬具 20,208百万円(20,208百万円)

土地 22,801百万円(16,757百万円)

有形固定資産

「その他」
140百万円 (140百万円)

合計 57,538百万円(50,357百万円)
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

上記に対応する債務 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

短期借入金 6百万円

一年内返済予定長期借入金 5,310百万円

長期借入金 1,406百万円

支払手形及び買掛金、

流動負債「その他」
3,181百万円

合計 9,902百万円

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当を示しており

ます。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当を示しており

ます。

  ４　受取手形割引高 1,017百万円   ４　受取手形割引高 360百万円

※５　当社の発行済株式総数については普通株式

37,598,730株であります。

※５　　　　　　　　──────

※６　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式数

は、普通株式1,843,840株であります。

※６　　　　　　　　──────

  ７　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及び貸出コミッ

トメントに係る借入未実行残高は以下の通りでありま

す。

  ７　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及び貸出コミッ

トメント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

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
26,100百万円

借入実行残高 1,182百万円

差引額 24,918百万円

※８　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。

※８　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205百万円であり、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1,171百万円でありま

す。

※９　　　　　　　

　　　　　　　　　──────

※９　連結会計年度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、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年

度末残高に含まれております。

　　　　受取手形　　　　　8,030百万円

　　　　支払手形　　　　　1,208百万円

　　　　設備支払手形　　　  732百万円　　　　
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

※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

発送運賃 6,085百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円

役員報酬 429百万円

給与手当 884百万円

賞与引当金繰入額 113百万円

退職給付費用 66百万円

役員退職慰労引当金繰入額 64百万円

減価償却費 265百万円

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、42百万円であ

ります。

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、79百万円であ

ります。

※３　固定資産除売却損の内容は以下の通りであります。 ※３　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

 
除却損

（百万円）
売却損

（百万円）

建物及び構築物 57 20 

機械装置及び運
搬具

204 103 

土地 － 1 

その他 89 － 

合計 350 125

※４　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。

※４　             

用途 場所 種類
金額

（百万円）

加工品事業
における工
場

三重県三重
郡菰野町

建物及び
構築物

132

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。

 　　　　　　　──────

 

 

※５　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。

※５　　　　　　　 

 　　　　　　　　　──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式（株）

当連結会計年度減
少株式（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 37,598,730 7,300,000 － 44,898,730

合計 37,598,730 7,300,000 － 44,898,730

自己株式     

普通株式 1,843,840 － － 1,843,840

合計 1,843,840 － － 1,843,840

 　　（注）普通株式の発行済株式数のうち、6,000,000株は公募による新株発行によるものであり、1,300,000株は

　　　　　 第三者割当増資を行ったことによるものであります。

 

２．配当に関する事項

(1）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 平成18年３月31日 平成18年６月27日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月15日

取締役会
普通株式 1,292 利益剰余金 30 平成19年３月31日 平成19年６月11日

（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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

※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

現金及び預金 9,083百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △1,130百万円

償還期間３ヶ月内の債権信託受益権 2,411百万円

償還期間３ヶ月内の債権等 3,339百万円

現金及び現金同等物 13,703百万円

※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。

※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3,221百万円を含んでおります。

  ３　重要な非資金取引の内容   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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（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）

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
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

Ⅱ　資産、減価償却費、固定

資産減損損失及び資本的

支出

      

資産 110,600 5,693 7,946 124,239 24,378 148,617

減価償却費 3,905 604 0 4,509 35 4,544

固定資産減損損失 264 － － 264 － 264

資本的支出 3,961 187 0 4,148 99 4,247

　（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。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（34,670百万円）の主なものは、提出会社での余資運用

資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却費及び増加額が含まれております。
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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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）

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
151,499 6,887 487 158,873 － 158,873

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1 1,571 － 1,572 (1,572) －

計 151,500 8,458 487 160,445 (1,572) 158,873

営業費用 131,450 6,513 446 138,409 (1,000) 137,410

営業利益 20,049 1,945 41 22,035 (573) 21,463

Ⅱ　資産、減価償却費、固定

資産減損損失及び資本的

支出

      

資産 124,602 6,093 7,873 138,568 30,329 168,897

減価償却費 4,073 517 0 4,590 57 4,647

資本的支出 6,508 128 － 6,635 64 6,699

　（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（602百万円）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　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（38,491百万円）の主なものは、提出会社での余資運用

資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却費及び増加額が含まれております。
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（１株当たり情報）

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,859円88銭 2,283円63銭

１株当たり当期純利益 478円98銭 414円23銭

 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。

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
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） － 98,899

連結貸借対照表の純資産の部の合計額から控除する

金額（百万円）
－ △578

（うち　少数株主持分） － (△578)

普通株式に係る期末純資産額（百万円） － 98,321

普通株式の発行済株式数（千株）  44,899

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期末普通株式の

数（千株）
 － 43,055

 ２. １株当たり当期純利益  

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 17,412 15,630

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 －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 17,209 15,630

普通株式の期中平均株式数（千株） 35,929 37,732

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

－ －

 （開示の省略）

　　　リース取引、デリバティブ取引等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略しております。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
 
 

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   7,771   6,945  △826

２　受取手形   19,789   28,580  8,790

３　売掛金   8,216   10,562  2,346

４　有価証券   －   3,638  3,638

５　商品   38   12  △25

６　製品   3,371   3,796  425

７　半製品   2,174   3,121  947

８　原材料   1,509   1,826  317

９　貯蔵品   1,901   2,032  131

10　ロール   1,691   1,769  78

11　前払費用   225   246  21

12　繰延税金資産   621   362  △259

13　短期貸付金   1,538   3,632  2,094

14　未収入金   1,436   982  △453

15　債権信託受益権   1,286   2,711  1,425

16　その他   54   53  △1

貸倒引当金   △31   △44  △13

流動資産合計   51,589 43.2  70,226 51.1 18,637

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  18,253   18,475    

減価償却累計額  △10,234 8,020  △10,629 7,845  △174

(2）構築物  5,244   5,413    

減価償却累計額  △3,477 1,767  △3,661 1,752  △15

(3）機械及び装置  60,493   62,375    

減価償却累計額  △46,596 13,897  △47,485 14,889  992
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
 
 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(4）車両及び運搬具  135   139    

減価償却累計額  △93 42  △102 37  △5

(5）工具器具及び備品  1,269   1,394    

減価償却累計額  △1,024 246  △1,057 337  92

(6）土地   21,255   21,541  285

(7）建設仮勘定   13   118  105

有形固定資産合計   45,240 37.9  46,520 33.8 1,280

２　無形固定資産         

(1）借地権   91   89  △2

(2）ソフトウェア   202   278  76

(3）その他   17   15  △2

無形固定資産合計   310 0.3  382 0.3 73

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   7,626   6,661  △965

(2）関係会社株式   10,425   9,303  △1,122

(3）出資金   73   73  －

(4）関係会社出資金   1,123   1,120  △3

(5）長期貸付金   107   107  △1

(6）従業員長期貸付金   208   186  △22

(7）破産更生債権等   1   2  1

(8）前払年金費用   －   466  466

(9）長期前払費用   184   52  △131

(10）関係会社長期預け金   2,453   2,453  －

(11）その他   1,356   1,262  △93

貸倒引当金   △1,338   △1,323  15

投資その他の資産合計   22,218 18.6  20,362 14.8 △1,855

固定資産合計   67,767 56.8  67,264 48.9 △503

資産合計   119,356 100.0  137,490 100.0 18,134
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
 
 

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   2,066   2,262  197

２　買掛金   18,110   30,985  12,875

３　一年内返済予定長期借
入金

  9,601   5,121  △4,480

４　未払金   5,631   5,113  △518

５　未払費用   283   262  △21

６　未払法人税等   6,256   1,685  △4,571

７　前受金   5   11  6

８　預り金   443   474  31

９　前受収益   0   0  △0

10　賞与引当金   328   404  76

11　役員賞与引当金   －   158  158

12　その他   376   1,097  722

流動負債合計   43,098 36.1  47,573 34.6 4,474

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   13,598   1,293  △12,305

２　繰延税金負債   1,299   1,340  42

３　再評価に係る繰延税金
負債

  3,993   3,993  －

４　退職給付引当金   320   －  △320

５　役員退職慰労引当金   239   285  46

６　ＰＣＢ廃棄物処理費用
引当金

  121   95  △25

７　その他   119   46  △74

固定負債合計   19,689 16.5  7,052 5.1 △12,636

負債合計   62,787 52.6  54,625 39.7 △8,162
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
 
 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）         

Ⅰ　資本金   10,274 8.6  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   11,120   －  －

資本剰余金合計   11,120 9.3  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金   453   －  －

２　任意積立金         

(1）特別償却準備金  14   －   －

(2）圧縮積立金  90   －   －

(3）別途積立金  15,000 15,104  － －  －

３　当期未処分利益   14,762   －  －

利益剰余金合計   30,319 25.4  － － －

Ⅳ　土地再評価差額金   4,745 4.0  － － －

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  2,290 1.9  － － －

Ⅵ　自己株式   △2,179 △1.8  － － －

資本合計   56,569 47.4  － － －

負債及び資本合計   119,356 100.0  － － －
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
 
 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  18,516 13.5 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   19,362   －

資本剰余金合計   － －  19,362 14.1 －

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   453   －

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   75   －

圧縮積立金  －   83   －

特定災害防止積立金  －   4   －

別途積立金  －   25,000   －

繰越利益剰余金  －   14,956   －

利益剰余金合計   － －  40,571 29.5 －

４　自己株式   － －  △2,179 △1.6 －

株主資本合計   － －  76,270 55.5 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  1,849 1.3 －

２　土地再評価差額金   － －  4,746 3.5 －

評価・換算差額等合計   － －  6,595 4.8 －

純資産合計   － －  82,865 60.3 －

負債純資産合計   － －  137,490 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分  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　製品売上高  95,620   101,199    

２　商品売上高  1,586   1,889    

３　半製品売上高  11,385   13,302    

４　その他売上高  3,702 112,294 100.0 3,909 120,299 100.0 8,005

Ⅱ　売上原価         

１　期首商品・製品たな卸
高

 3,622   3,409    

２　当期商品仕入高  1,290   1,455    

３　当期製品製造原価  83,896   98,059    

合計  88,808   102,923    

４　他勘定振替高  1,124   1,569    

５　期末商品・製品たな卸
高

 3,409 84,275 75.0 3,808 97,546 81.1 13,271

売上総利益   28,019 25.0  22,753 18.9 △5,266

Ⅲ　販売費及び一般管理費   6,750 6.0  7,303 6.1 553

営業利益   21,269 19.0  15,450 12.8 △5,819

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  65   66    

２　受取配当金  224   311    

３　不動産賃貸料  138   137    

４　その他  180 607 0.5 200 715 0.6 108

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  1,010   746    

２　その他  51 1,061 1.0 244 990 0.8 △71

経常利益   20,815 18.5  15,175 12.6 △5,640
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分  金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益         

１　投資有価証券売却益  8   2,362    

２　優先出資証券償還益  116   －    

３　貸倒引当金戻入益  0   2    

４　その他  8 131 0.1 39 2,402 2.0 2,271

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除売却損  602   372    

２　関係会社株式売却損  －   220    

３　借入金利スワップ解約
損等

 －   80    

４　事故災害損失  261   －    

５　その他  72 935 0.8 73 745 0.6 △189

税引前当期純利益   20,011 17.8  16,832 14.0 △3,179

法人税、住民税及び事
業税

 7,794   5,388    

法人税等調整額  337 8,131 7.2 603 5,991 5.0 △2,140

当期純利益   11,881 10.6  10,841 9.0 △1,039

前期繰越利益   3,578   －  －

土地再評価差額金取崩
額

  △696   －  －

当期未処分利益   14,762   －  －
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年６月26日）

区分
 
 

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   14,762

Ⅱ　任意積立金取崩額    

１　特別償却準備金取崩額  13  

２　圧縮積立金取崩額  4 16

合計   14,779

Ⅲ　利益処分額    

１　配当金  429  

２　役員賞与金  159  

（うち監査役賞与金）  (7)  

３　任意積立金    

別途積立金  10,000 10,588

Ⅳ　次期繰越利益   4,191

    

　（注）　日付は株主総会承認日であります。
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

特別償却

準備金

圧縮積立

金

特定災害

防止準備

金

別途積立
金 

繰越利益剰

余金

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 △2,179 49,534

事業年度中の変動額             

新株の発行 8,242 8,242 8,242       －  16,483

剰余金の配当   －      △429 △429  △429

利益処分による役員賞与   －      △159 △159  △159

当期純利益   －      10,841 10,841  10,841

特別償却準備金の積立   －  75    △75 －  －

特別償却準備金の取崩   －  △13    13 －  －

圧縮積立金の取崩   －   △7   7 －  －

特定災害防止準備金の積立   －    4  △4 －  －

別途積立金の積立   －     10,000 △10,000 －  －

土地再評価差額金の取崩   －      △1 △1  △1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

  －       －  －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

8,242 8,242 8,242 － 62 △7 4 10,000 194 10,253 － 26,736

平成19年３月31日　残高
（百万円）

18,516 19,362 19,362 453 75 83 4 25,000 14,956 40,571 △2,179 76,270

 
評価・換算差額等

純資産合計

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

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,290 4,745 7,035 56,569

事業年度中の変動額     

新株の発行   － 16,483

剰余金の配当   － △429

利益処分による役員賞与   － △159

当期純利益   － 10,841

特別償却準備金の積立   － －

特別償却準備金の取崩   － －

圧縮積立金の取崩   － －

特定災害防止準備金の積立   － －

別途積立金の積立   － －

土地再評価差額金の取崩   － △1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△441 1 △440 △440

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△441 1 △440 26,296

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,849 4,746 6,595 82,865

 以　上　
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