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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 88,007 16.3 8,950 △24.9 9,184 △26.7 6,134 △31.7

18年９月中間期 75,686 3.4 11,921 △23.3 12,537 △21.4 8,976 △1.9

19年３月期 158,873 － 21,463 － 21,815 － 15,630 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 141 57 － －

18年９月中間期 251 03 － －

19年３月期 414 23 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 307百万円 18年９月中間期 955百万円 19年３月期 1,153百万円

(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９月中間期 174,128 106,221 60.7 2,402 91

18年９月中間期 154,177 74,525 48.0 2,071 42

19年３月期 168,897 98,899 58.2 2,283 63

（参考）自己資本 19年９月中間期 105,619百万円 18年９月中間期 74,063百万円 19年３月期 98,321百万円

(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９月中間期 4,995 △5,618 △1,445 11,636

18年９月中間期 5,002 △1,733 △6,751 7,403

19年３月期 13,341 △5,304 △5,217 13,703

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭
19年３月期 － 30 00 30 00

20年３月期 15 00 －
20年３月期
（予想） － 15 00 30 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 175,000 10.2 19,500 △9.1 20,000 △8.3 12,500 △20.0 286 42
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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）中間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（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、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 44,898,730株 18年９月中間期 37,598,730株 19年３月期 44,898,730株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 943,840株 18年９月中間期 1,843,840株 19年３月期 1,843,840株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 68,794 22.0 6,762 △21.1 6,851 △19.4 4,700 △25.6

18年９月中間期 56,377 2.7 8,573 △25.5 8,505 △24.9 6,320 △0.3

19年３月期 120,299 － 15,450 － 15,175 － 10,841 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 108 46

18年９月中間期 176 76

19年３月期 287 32

(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９月中間期 141,562 88,342 62.4 2,009 84

18年９月中間期 124,236 61,684 49.7 1,725 20

19年３月期 137,490 82,865 60.3 1,924 63

（参考）自己資本 19年９月中間期 88,342百万円 18年９月中間期 61,684百万円 19年３月期 82,865百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 135,000 12.2 14,500 △6.1 14,500 △4.4 9,000 △17.0 206 22

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．平成19年８月８日に公表いたしました業績予想について、見直しを行っております。

２．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１．に係る業績予想の見直しに関しましては、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

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による住宅市場の失速感が出た米国景気の先

行きの不透明さや、原油高を背景としたエネルギー、資源、諸資材コストの高騰や消費財の値上げという懸念材料は

あるものの、依然として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

生産量は半年間で5,980万トンと過去最高に近い高水準を本年も維持しました。

　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。本年６月の改正建築基準法施行後の建築確認の遅れによる建

築着工の遅れが夏場から顕著化したものの、当上半期の建設鋼材の市況は堅調でありました。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、当期は４月に代表指標銘柄であるＨ２でトン当たり４万円を超える水準にま

で達し、一旦５月に下落調整局面を迎えましたが７月から再度上昇し、本年９月には再び同４万円を突破する水準と

なりました。また電極等諸資材の値上がりや合金鉄製品の高騰などコスト圧迫要因も顕著でありました。

　このような状況の下、当社グループは、需要に見合った生産・販売に徹し、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み、製品価格については期中にトン当たり７万円台の販売価格を実現するに至っておりますが、

当中間連結会計期間では鉄スクラップ価格の上昇を全て吸収するに至りませんでした。

　その結果、当中間連結会計期間の当社グループ業績につきましては、売上高は88,007百万円（前年同期対比16.3％

増）、営業利益は8,950百万円（同24.9％減）、経常利益は9,184百万円（同26.7％減）となりました。中間純利益は

6,134百万円（同31.7％減）となりました。これは、前年同期には保有有価証券の売却益等として特別利益2,370百万

円の計上がありましたが、当中間連結会計期間は42百万円にとどまったこと、及び、税効果のスケジューリングを見

直し、法人税等の税金費用907百万円を戻し入れたためです。

　なお、本年８月には本年５月に合意した合同製鐵株式会社との株式相互保有の内容に沿って、同社に当社自己株式

90万株を割当処分いたしました。同社は当社株式の市場買い付け分を合わせて、当社の発行済株式の３％を取得いた

しました。当社も合同製鐵株式会社の発行済株式の３％を本年８月に取得完了しております。

　この自己株式処分による資金と事業収益により、当中間連結会計期間も一段と有利子負債の圧縮に努めました。当

中間連結会計期間末の当社グループの借入金残高は6,884百万円となり、前連結会計年度末対比で3,174百万円の減少

となりました。

 

　事業の種類別セグメントの業績は以下の通りであります。

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年同期対比で約８千トン増加しました。

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、前年同期対比でトン当たり約９千円上昇しました。しかし、主原

料である鉄スクラップ価格は前年同期対比ではトン当たり約11千円上昇しましたので、当中間連結会計期間平均の売

買格差は前年同期対比トン当たり約2.5千円悪化するなど収益環境は前年同期に比べ悪化しました。

　以上の結果、売上高は84,154百万円（前年同期対比16.5％増）、営業利益は8,085百万円（同28.2％減）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たことと、管理型最終処分場への埋立て処理が増加したことにより、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3,643百万円（前年同期対比12.3％増）となり、営業利益は1,107百万円（同32.5％増）となり

ました。
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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209百

万円（前年同期対比4.6％減）となり、営業利益は20百万円と前年同期対比若干の減益となりました。

 

　通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、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であると考えております。しかし、本年６月に施行された改正建

築基準法による建築確認と検査実務の遅延による建築着工の遅れの影響が、本年７月に表面化して以来、月を追うご

とに影響が拡大しているため、当下半期全般を通じて建設鋼材需要が減少する懸念があります。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、今後も大きな下落は望めず、トン当たり４万円近傍での

高値推移は必定であ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り、将来に備えた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

安定的な向上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175,000百万円、連結営業利益19,500百万円、連結経常利益20,000百万円、連

結当期純利益については、税効果のスケジューリングを見直したため、12,500百万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、前々連結会計年度及び前連結会計年度及び当中間連結会計期間の経常利益

額の合計が605億円（３年間の経常利益目標600億円に対し101％達成）に達し、計画を前倒しで達成した状況でありま

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ＤＥレシオ0.13に対し当中間連結会計期間末では0.07

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

どによるものであります。

(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3.5％増加し、82,292百万円となりました。これは、製品価格が上昇し

たことにより受取手形及び売掛金が3,628百万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2.7％増加し、91,836百万円となりました。これは、本年８月に実施した合同製鐵株式会社の発行済株式を

３％取得したこと等により投資その他の資産が2,423百万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、3.1％増加し、174,128百万円となりました。

（ロ）負債

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて微増し、58,827百万円となりました。固定負債は前連結会計年度末に

比べて20.7％減少し、9,079百万円となりました。これは長期借入金が1,242百万円減少したことと繰延税金負債

が1,116百万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3.0％減少し、67,907百万円となりました。

 （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4,839百万円であったこと、当中間連結会計期間に自己株式

処分を実施したことにより、資本剰余金の増加が2,131百万円であったことと自己株式の減少が927百万円であっ

たことなどにより、前連結会計年度末の純資産に比べて7.4％増加し、106,221百万円となりました。１株当たり

純資産は、前連結会計年度末に比べ119円28銭増加し、2,402円91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58.2％から、当中間連結会計期間末には60.7％となりました。
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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、前中間連結会計期間末に比べて

4,234百万円増加し、11,636百万円となりました。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4,995百万円の収入となり前中間連結会計期間対比７百万円の収入の減少

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8,852百万円、減価償却費2,339百万円、及び仕

入債務の増加額571百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額3,628百万円、たな卸資産の増加額1,488百万

円、及び法人税等の支払額1,856百万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5,618百万円の支出となり、前中間連結会計期間対比3,885百万円の支出

の増加となりました。主な内訳としましては、投資有価証券の取得による支出2,895百万円、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3,043百万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1,445百万円の支出となり、前中間連結会計期間対比5,306百万円の支出

の減少となりました。主な内訳としましては、自己株式の処分による資金収入3,058百万円、短期借入金の純増減

額488百万円、長期借入金の返済による支出3,186百万円、配当金の支払額1,292百万円によるものであります。

　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あります。

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年９月期

 自己資本比率  33.8％  44.9％  58.2％ 60.7％

 時価ベースの自己資本比率 -  -  78.8％ 88.6％

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率  296.2％ 152.5％ 76.2％ 69.6％

 インタレスト・カバレッジ・レシオ  11.1倍  16.1倍 13.1倍 16.3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。

　当中間期から中間配当を実施することとし、当中間期の１株当たり配当金につきましては、15円とさせていただき

たく存じます。期末の配当につきましては15円として、年間30円を予定しております。

 

 (4) 事業等のリスク

　最近の有価証券報告書（平成19年６月26日提出）における「事業等のリスク」から変更がないため、開示を省略し

ております。
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２．企業集団の状況
 

　最近の有価証券報告書（平成19年６月26日提出）における「事業の内容（事業系統図）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため、開示を省略しております。

 

３．経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省

略しております。

　当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

    http://www.kyoeisteel.co.jp/

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

 

(2) 目標とする経営指標

　　同上

(3) 会社の対処すべき課題

　同上
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４．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19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

増減
前中間連結会計期間末
（平成18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  9,083   7,954  △1,129  6,932  

２　受取手形及び
売掛金

※７  46,703   50,331  3,628  43,194  

３　有価証券   3,638   2,410  △1,228  500  

４　たな卸資産   14,984   16,472  1,488  13,333  

５　その他 ※６  5,119   5,176  57  3,980  

貸倒引当金   △47   △51  △4  △56  

流動資産合計   79,479 47.1  82,292 47.3 2,813  67,882 44.0

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産
※

1,5
          

(1）建物及び構
築物

※２  16,131   15,863  △268  16,369  

(2）機械装置及
び運搬具

※２  22,147   22,479  332  21,722  

(3）土地 ※２  26,511   26,434  △78  26,301  

(4）その他 ※２  611   630  19  568  

有形固定資産
合計   65,401   65,406  5  64,959  

２　無形固定資産   1,204   1,193  △11  1,216  

３　投資その他の
資産            

(1）投資有価証
券

※２  18,710   20,431  1,721  16,382  

(2）その他   4,193   4,896  703  3,843  

貸倒引当金   △90   △90  △0  △106  

投資その他の
資産合計   22,814   25,237  2,423  20,119  

固定資産合計   89,418 52.9  91,836 52.7 2,417  86,295 56.0

資産合計   168,897 100.0  174,128 100.0 5,231  154,177 100.0
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前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

増減
前中間連結会計期間末
（平成18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
 39,545   40,116  571  32,147  

２　短期借入金 ※２  1,388   900  △488  1,230  

３　一年内返済予
定長期借入金

※２  5,966   4,522  △1,444  11,122  

４　未払法人税等   1,893   3,874  1,981  5,432  

５　賞与引当金   608   954  346  546  

６　役員賞与引当
金   201   73  △128  94  

７　その他

※

2,6,

7

 8,945   8,388  △558  8,647  

流動負債合計   58,548 34.6  58,827 33.8 280  59,217 38.4

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金 ※２  2,704   1,462  △1,242  12,441  

２　繰延税金負債   3,935   2,819  △1,116  2,773  

３　再評価に係る
繰延税金負債   3,993   3,995  2  3,993  

４　退職給付引当
金   269   273  5  646  

５　役員退職慰労
引当金   388   383  △5  353  

６　その他   161   147  △14  230  

固定負債合計   11,450 6.8  9,079 5.2 △2,371  20,434 13.3

負債合計   69,998 41.4  67,907 39.0 △2,091  79,651 51.7
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前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

増減
前中間連結会計期間末
（平成18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   18,516 11.0  18,516 10.6 －  10,274 6.7

２　資本剰余金   19,362 11.5  21,493 12.3 2,131  11,120 7.2

３　利益剰余金   51,950 30.7  56,789 32.6 4,839  45,297 29.3

４　自己株式   △1,899 △1.1  △972 △0.5 927  △1,899 △1.2

株主資本合計   87,928 52.1  95,826 55.0 7,897  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   5,451 3.3  4,761 2.7 △690  4,374 2.8

２　土地再評価差
額金   4,746 2.8  4,749 2.7 3  4,745 3.1

３　為替換算調整
勘定   196 0.1  284 0.2 87  152 0.1

評価・換算差額
等合計   10,393 6.2  9,794 5.6 △599  9,271 6.0

Ⅲ　少数株主持分   578 0.3  602 0.4 24  462 0.3

純資産合計   98,899 58.6  106,221 61.0 7,322  74,525 48.3

負債純資産合計   168,897 100.0  174,128 100.0 5,231  154,177 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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   75,686 100.0  88,007 100.0 12,321  158,873 100.0

Ⅱ　売上原価   58,870 77.8  74,024 84.1 15,153  127,185 80.1

売上総利益   16,815 22.2  13,983 15.9 △2,832  31,688 19.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  4,894 6.5  5,033 5.7 139  10,225 6.4

営業利益   11,921 15.7  8,950 10.2 △2,971  21,463 13.5

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  14   33    27   

２　受取配当金  127   114    186   

３　持分法による
投資利益  955   307    1,153   

４　その他  83 1,179 1.6 158 612 0.6 △566 220 1,586 1.0

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  496   325    937   

２　その他  66 562 0.7 54 378 0.4 △184 297 1,233 0.8

経常利益   12,537 16.6  9,184 10.4 △3,354  21,815 13.7

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産除売
却益

※２ －   10    －   

２　投資有価証券
売却益  2,362   －    2,362   

３　保険解約返戻
金  －   25    －   

４　その他  8 2,370 3.1 7 42 0.1 △2,328 84 2,446 1.6

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産除売
却損

※２ 323   202    476   

２　固定資産減損
損失

 －   167    －   

３　借入金利ス
ワップ解約損
等

 －   －    93   

４　その他  66 389 0.5 4 374 0.4 △15 81 650 0.4

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  14,518 19.2  8,852 10.1 △5,667  23,611 14.9

法人税、住民
税及び事業税  5,379   3,833    7,120   

法人税等調整
額  85 5,464 7.2 △1,139 2,694 3.1 △2,771 667 7,787 5.0

少数株主利益   78 0.1  24 0.0 △55  194 0.1

中間（当期）
純利益   8,976 11.9  6,134 7.0 △2,842  15,630 9.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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

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）

     

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

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

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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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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19年３月31日残高（百万円） 18,516 19,362 51,950 △1,899 87,928

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △1,292  △1,292

中間純利益   6,134  6,134

土地再評価差額金の取崩   △3  △3

自己株式の処分  2,131  927 3,058

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ 2,131 4,839 927 7,897

平成19年９月30日残高（百万円） 18,516 21,493 56,789 △972 95,826

 

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19年３月31日残高（百万円） 5,451 4,746 196 10,393 578 98,899

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当    －  △1,292

中間純利益    －  6,134

土地再評価差額金の取崩    －  △3

自己株式の処分    －  3,058

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）

△690 3 87 △599 24 △576

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△690 3 87 △599 24 7,322

平成19年９月30日残高（百万円） 4,761 4,749 284 9,794 602 106,221
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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) 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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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  14,518 8,852 △5,667 23,611

減価償却費  2,278 2,339 61 4,643

固定資産減損損失  － 167 167 －

引当金の増減額  239 221 △18 43

持分法による投資利
益  △955 △307 648 △1,153

投資有価証券売却償
還益  △2,362 － 2,362 △2,362

固定資産除売却損益  321 192 △129 473

受取利息及び受取配
当金  △141 △147 △7 △213

支払利息  496 325 △172 937

売上債権の増加額 ※２ △7,416 △3,628 3,788 △10,926

たな卸資産の増加額  △197 △1,488 △1,291 △1,848

仕入債務の増加額  5,477 571 △4,906 12,875

その他  △268 △160 109 △248

小計  11,990 6,937 △5,053 25,832

利息及び配当金の受
取額  243 220 △23 437

利息の支払額  △508 △306 202 △1,017

法人税等の支払額  △6,723 △1,856 4,867 △11,910

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  5,002 4,995 △7 13,341
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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）

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  △1,185 △260 925 △1,661

定期預金の払戻によ
る収入  534 632 99 807

有価証券等の取得に
よる支出  △500 － 500 △798

有価証券等の売却償
還による収入  － 300 300 500

投資有価証券の取得
による支出  △0 △2,895 △2,895 △366

投資有価証券の売却
償還による収入  2,939 － △2,939 2,942

貸付金の貸付による
支出  △506 △306 200 △716

貸付金の回収による
収入  24 19 △5 44

有形固定資産の取得
による支出  △2,779 △3,043 △264 △5,681

有形固定資産の売却
による収入  34 34 1 48

無形固定資産の取得
による支出  △84 △42 42 △181

その他  △209 △57 152 △242

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  △1,733 △5,618 △3,885 △5,304

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー      

短期借入金の純増減
額  704 △488 △1,192 862

長期借入れによる収
入  － 500 500 －

長期借入金の返済に
よる支出  △6,981 △3,186 3,794 △21,872

借入金利スワップ解
約等による支出  － － － △91

割賦債務の返済によ
る支出  △45 △37 8 △78

株式の発行による収
入  － － － 16,391

配当金の支払額  △429 △1,292 △863 △429

自己株式の処分によ
る収入  － 3,058 3,058 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  △6,751 △1,445 5,306 △5,217

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額  △0 1 1 △0

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 △3,482 △2,067 1,415 2,819

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 10,885 13,703 2,819 10,885

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 7,403 11,636 4,234 13,703
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

同左

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

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

同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

　　　　　　同左

（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。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（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㈱

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

同左

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

　　　　　　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

(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、持分法

の対象から除いても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であります。

（持分法を適用しない理由）

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。

(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）            同左 (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　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。

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項

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。

共英製鋼株式会社（5440）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 16 －



前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４　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）

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

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

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

時価のないもの

同左

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

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

ロール

個別法に基づく原価法

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

(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）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

 

 

 

(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

同左

 

 

 

 　（会計方針の変更）

 　　法人税法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日　法律第

６号）及び（法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、当中間連結会計期間から、

平成19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。

　当該変更に伴う損益に与える影響は、軽

微であります。

 　（追加情報）

 　　当中間連結会計期間から、平成19年３月

31日以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によっております。

 　　これに伴い、前中間連結会計期間と同一

の方法によった場合と比べ、当該有形固定

資産に関する減価償却費が194百万円増加

しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

②　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

②　無形固定資産

同左

(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。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

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。

②　賞与引当金

同左

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。

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中

間連結会計期間の負担額を計上しており

ます。

③　役員賞与引当金

同左

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　退職給付引当金

同左

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。

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、

内規に基づく中間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　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。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(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。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

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

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

③　ヘッジ方針

同左

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

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(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。

(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

同左

(6）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

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

②　連結納税制度の適用

同左

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。

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

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書における資

金の範囲

同左
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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変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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、

（セグメント情報）に記載しております。

(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。

──────

──────

(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。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

（セグメント情報）に記載しております。

(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

（中間連結貸借対照表関係）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

73,284百万円

　なお、減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております。

74,830百万円

同左

71,474百万円

同左

※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。

※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。

※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 担保提供資産 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 14,378百万円 (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)

現金及び預金

（定期預金）
10百万円  

建物及び構築物 14,096百万円 (12,996百万円)

機械装置及び運

搬具
20,682百万円 (20,682百万円)

土地 22,694百万円 (16,708百万円)

有形固定資産

「その他」
154百万円 (   154百万円)

合計 57,637百万円 (50,541百万円)

現金及び預金

（定期預金）
10百万円  

建物及び構築物 14,387百万円 (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 上記に対応する債務 上記に対応する債務

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

一年内返済予定長期借入金 3,919百万円

長期借入金 442百万円

支払手形及び買掛金、流動負債

「その他」
3,198百万円

合計 7,559百万円

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。

　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。

　３　受取手形割引高 360百万円 　３　受取手形割引高 280百万円 　３　受取手形割引高 2,482百万円

　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。

　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。

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

26,100百万円

借入実行残高 1,182百万円

差引額 24,918百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

20,100百万円

借入実行残高 700百万円

差引額 19,400百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

26,500百万円

借入実行残高 1,000百万円

差引額 25,500百万円

※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。

※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1百万円であり、

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1,172百万円であります。

※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。

※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

　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。

※７　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。

※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。

※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 8,030百万円

支払手形 1,208百万円

設備支払手形 732百万円

      （流動負債「その他」）

受取手形 9,422百万円

支払手形 1,005百万円

設備支払手形 74百万円

      （流動負債「その他」）

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

      （流動負債「その他」）
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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。

※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

発送運賃 2,980百万円

貸倒引当金繰入額 8百万円

役員報酬 220百万円

給与手当 442百万円

賞与引当金繰入額 200百万円

役員賞与引当金繰入

額
82百万円

退職給付費用 32百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
26百万円

減価償却費 89百万円

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

役員賞与引当金繰入

額
201百万円

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　固定資産除売却損の内容は以下の通りで

あります。

※２　固定資産除売却損益の内容は以下の通り

であります。

※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

 
除却益

（百万円）

売却益

（百万円）

機械装置及び運

搬具
2 0

土地 － 8

合計 2 8

 
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
58 27

土地 － 4

その他 82 －

合計 171 31

 
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 90 －

合計 351 125
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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

(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 12.00 平成18年３月31日 平成18年６月27日

(2）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。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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） 44,898,730 ― ― 44,898,730

自己株式     

普通株式（株） 1,843,840 ― 900,000 943,840

（変動事由の概要）

　減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

　　自己株式900,000株を合同製鐵株式会社に対して割当処分したことによる減少

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

(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19年５月15日

取締役会
普通株式 1,292 30.00 平成19年３月31日 平成19年６月11日
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(2）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

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11月13日

取締役会
普通株式 659 利益剰余金 15.00 平成19年９月30日平成19年12月11日

前連結会計年度（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 当連結会計年度末

発行済株式     

普通株式（株） 37,598,730 7,300,000 ― 44,898,730

自己株式     

普通株式（株） 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　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

(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 12.00 平成18年３月31日 平成18年６月27日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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 30.00 平成19年３月31日平成19年６月11日

（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

※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

※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 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

現金及び預金 7,954百万円

預入期間３ヶ月超の定

期預金
△758百万円

償還期間３ヶ月内の債

権信託受益権
2,329百万円

償還期間３ヶ月内の債

券
2,111百万円

現金及び現金同等物 11,636百万円

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

券
3,339百万円

現金及び現金同等物 13,703百万円

※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

1,004百万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

3,797百万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。
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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　(1）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。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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 84,154 3,643 209 88,007 － 88,007

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
51 785 0 836 (836) －

計 84,205 4,428 209 88,843 (836) 88,007

営業費用 76,120 3,322 189 79,631 (574) 79,057

営業利益 8,085 1,107 20 9,212 (262) 8,950

　（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（271百万円）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。
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前連結会計年度（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）

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

　（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　「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　(1）役員賞与に関する会計基準」

に記載の通り、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、従来の方法に比べ当連結会計年度における営

業費用は鉄鋼事業が95百万円、環境リサイクル事業が５百万円、その他の事業が０百万円、消去又は全社が

101百万円、連結が201百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 2,071円42銭 2,402円91銭 2,283円63銭

１株当たり中間（当期）純利益 251円03銭 141円57銭 414円23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。

　　　　　同左

　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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19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）
74,525 106,221 98,899

普通株式に係る純資産額

（百万円）
74,063 105,619 98,321

差額の主な内訳（百万円）    

少数株主持分 462 602 578

普通株式の発行済株式数（千株） 37,599 44,899 44,899

普通株式の自己株式数（千株） 1,844 944 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 43,955 43,055

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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）
8,976 6,134 15,630

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（百万円）
8,976 6,134 15,630

普通株式の期中平均株式数

（千株）
35,755 43,330 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

────── ────── ──────

 （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、中間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．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
増減

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

区分 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 6,945   5,737   △1,208 4,600   

２　受取手形 28,580   31,361   2,781 27,240   

３　売掛金 10,562   11,654   1,092 8,181   

４　有価証券 3,638   2,410   △1,228 500   

５　たな卸資産 12,556   13,834   1,277 11,209   

６　その他 7,988   7,946   △42 5,429   

貸倒引当金 △44   △48   △4 △38   

流動資産合計  70,226 51.1  72,894 51.5 2,669  57,121 46.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物 7,845   7,692   △154 8,000   

(2）機械及び装置 14,889   14,872   △18 14,784   

(3）土地 21,541   21,464   △76 21,330   

(4）その他 2,244   2,297   53 2,158   

有形固定資産合計 46,520   46,325   △194 46,272   

２　無形固定資産 382   367   △15 349   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券 6,661   7,884   1,223 6,016   

(2）関係会社株式 9,303   9,309   6 10,422   

(3）関係会社出資金 1,120   1,120   － 1,120   

(4）その他 4,601   4,985   384 4,276   

貸倒引当金 △1,323   △1,323   0 △1,339   

投資その他の資産合
計

20,362   21,975   1,613 20,495   

固定資産合計  67,264 48.9  68,668 48.5 1,404  67,116 54.0

資産合計  137,490 100.0  141,562 100.0 4,072  124,236 100.0
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前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
増減

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

区分 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 2,262   1,643   △619 2,688   

２　買掛金 30,985   32,922   1,936 23,465   

３　一年内返済予定長期
借入金

5,121   3,602   △1,520 8,693   

４　未払法人税等 1,685   3,560   1,875 5,038   

５　賞与引当金 404   665   261 336   

６　役員賞与引当金 158   55   △103 77   

７　その他 6,958   6,253   △705 7,362   

流動負債合計  47,573 34.6  48,700 34.4 1,127  47,657 38.3

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 1,293   114   △1,179 9,205   

２　繰延税金負債 1,340   －   △1,340 837   

３　再評価に係る繰延税
金負債

3,993   3,995   2 3,993   

４　退職給付引当金 －   －   － 387   

５　役員退職慰労引当金 285   283   △3 270   

６　ＰＣＢ廃棄物処理費
用引当金

95   95   － 121   

７　その他 46   33   △13 83   

固定負債合計  7,052 5.1  4,520 3.2 △2,532  14,895 12.0

負債合計  54,625 39.7  53,220 37.6 △1,405  62,552 50.3
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前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
増減

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

区分 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  18,516 13.5  18,516 13.1 －  10,274 8.3

２　資本剰余金           

(1）資本準備金 19,362   19,362   － 11,120   

(2）その他資本剰余金 －   1,995   1,995 －   

資本剰余金合計  19,362 14.1  21,356 15.1 1,995  11,120 9.0

３　利益剰余金           

(1）利益準備金 453   453   － 453   

(2）その他利益剰余金           

特別償却準備金 75   75   － 1   

圧縮積立金 83   83   － 87   

特定災害防止準備
金

4   4   － －   

別途積立金 25,000   25,000   － 25,000   

繰越利益剰余金 14,956   18,361   3,405 10,511   

利益剰余金合計  40,571 29.5  43,976 31.0 3,405  36,051 29.0

４　自己株式  △2,179 △1.6  △1,115 △0.8 1,064  △2,179 △1.8

株主資本合計  76,270 55.5  82,733 58.4 6,463  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

 1,849 1.3  860 0.6 △989  1,673 1.4

２　土地再評価差額金  4,746 3.5  4,749 3.4 3  4,745 3.8

評価・換算差額等合計  6,595 4.8  5,609 4.0 △985  6,418 5.2

純資産合計  82,865 60.3  88,342 62.4 5,478  61,684 49.7

負債純資産合計  137,490 100.0  141,562 100.0 4,072  124,236 100.0

           

共英製鋼株式会社（5440）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 30 －



(2) 中間損益計算書

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 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  56,377 100.0  68,794 100.0 12,417  120,299 100.0

Ⅱ　売上原価  44,329 78.6  58,382 84.9 14,053  97,546 81.1

売上総利益  12,048 21.4  10,412 15.1 △1,636  22,753 18.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  3,475 6.2  3,650 5.3 175  7,303 6.1

営業利益  8,573 15.2  6,762 9.8 △1,811  15,450 12.8

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息 31   57    66   

２　受取配当金 180   180    311   

３　不動産賃貸料 69   68    137   

４　その他 90 369 0.7 90 394 0.6 24 200 715 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息 401   274    746   

２　その他 36 437 0.8 30 304 0.4 △133 244 990 0.8

経常利益  8,505 15.1  6,851 10.0 △1,654  15,175 12.6

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却益 2,362   －    2,362   

２　固定資産除売却益 －   10    －   

３　その他 0 2,362 4.2 0 10 0.0 △2,352 40 2,402 2.0

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除売却損 229   165    372   

２　固定資産減損損失 －   145    －   

３　関係会社株式売却損 －   －    220   

４　借入金利スワップ解
約損等

－   －    80   

５　その他 64 293 0.5 18 328 0.5 35 73 745 0.6

税引前中間（当期）
純利益

 10,574 18.8  6,533 9.5 △4,040  16,832 14.0

法人税、住民税及び
事業税

4,205   2,872    5,388   

法人税等調整額 49 4,254 7.6 △1,038 1,834 2.7 △2,420 603 5,991 5.0

中間（当期）純利益  6,320 11.2  4,700 6.8 △1,620  10,841 9.0

           

共英製鋼株式会社（5440）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 31 －



(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高（百万円） 10,274 11,120 11,120

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   ―

利益処分による役員賞与   ―

中間純利益   ―

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）

   

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

― ― ―

平成18年９月30日残高（百万円） 10,274 11,120 11,120

 

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
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 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） 453 14 90 15,000 14,762 30,319 △2,179 49,534

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △429 △429  △429

利益処分による役員賞与     △159 △159  △159

中間純利益     6,320 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 ―  ―

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

― △13 △4 10,000 △4,251 5,732 ― 5,732

平成18年９月30日残高（百万円） 453 1 87 25,000 10,511 36,051 △2,179 55,266
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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

中間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   ― △159

中間純利益   ― 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）

△617 ― △617 5,115

平成18年９月30日残高（百万円） 1,673 4,745 6,418 61,684
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金
 

資本準備金  その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高（百万円） 18,516 19,362 ― 19,362

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当    ―

中間純利益    ―

土地再評価差額金の取崩    ―

自己株式の処分   1,995 1,995

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

    

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

― ― 1,995 1,995

平成19年９月30日残高（百万円） 18,516 19,362 1,995 21,356

 

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
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19年３月31日残高（百万円） 453 75 83 4 25,000 14,956 40,571 △2,179 76,270

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当      △1,292 △1,292  △1,292

中間純利益      4,700 4,700  4,700

土地再評価差額金の取崩      △3 △3  △3

自己株式の処分       ― 1,064 3,058

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

― ― ― ― ― 3,405 3,405 1,064 6,463

平成19年９月30日残高（百万円） 453 75 83 4 25,000 18,361 43,976 △1,115 82,733
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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19年３月31日残高（百万円） 1,849 4,746 6,595 82,865

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当   ― △1,292

中間純利益   ― 4,700

土地再評価差額金の取崩   ― △3

自己株式の処分   ― 3,058

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△989 3 △985 △985

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△989 3 △985 5,478

平成19年９月30日残高（百万円） 860 4,749 5,609 88,342
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高（百万円） 10,274 11,120 11,120

事業年度中の変動額    

　新株の発行 8,242 8,242 8,242

剰余金の配当   ―

利益処分による役員賞与   ―

当期純利益   ―

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   ―

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

平成19年３月31日残高（百万円） 18,516 19,362 19,362

 

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
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） 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       ―  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） ― 62 △7 4 10,000 194 10,253 ― 26,736

平成19年３月31日残高（百万円） 453 75 83 4 25,000 14,956 40,571 △2,179 76,270
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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
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