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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 連結経営成績(累計)
(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 19,610 ─ 1,037 ─ 1,054 ─ 215 ─

20年３月期第１四半期 14,742 16.6 1,580 △46.4 1,599 △45.6 818 △52.8

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 6 91 ─

20年３月期第１四半期 26 25 ─

　(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

21年３月期第１四半期 58,833 45,138 76.5 1,442 64

20年３月期 56,482 44,798 79.1 1,431 95
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 45,009百万円 20年３月期 44,675百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ 14 00 ─ 14 00 28 00

21年３月期 ─ ── ── ── ──

21年３月期(予想) ── 14 00 ─ 14 00 28 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期
連結累計期間

41,700 ─ 2,700 ─ 2,700 ─ 1,100 ─ 35 26

通期 89,500 38.6 6,500 3.2 6,400 2.0 3,000 △14.2 96 16
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 (注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等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 ： 有

　 (注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。
(4) 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）

21年３月期第１四半期 31,200,000株 20年３月期 31,200,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 905株 20年３月期 905株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 31,199,095株 20年３月期第１四半期 31,199,146株

※ 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20年５月２日に公表しました、連結業績予想は本資料において修正しております。業績予想の具体
的修正内容は、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

　２．本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

　３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務
諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期における当グループの主要セグメントである鉄鋼事業は、厚板製品の好調な需要を背景に販

売数量は前年同期比7.2％増加、販売単価は価格改定により前年同期比29.9％の伸びとなり、売上高は大幅な
増収となりました。一方、主原料である鉄スクラップ価格は高騰が続き、仕入れ価格は前年同期比73.5％上
昇しました。また、子会社の貸し倒れ発生にともなう費用及び保有する有価証券の減損にともなう特別損失
を計上しましたことから、経常利益及び四半期純利益は前年同期比で大幅な減益となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産の部）
流動資産は304億２千３百万円で、前連結会計年度より28億２千９百万円の増加となりました。その主な要

因は原材料の高騰の影響を受けて評価額が上昇したこと、及び在庫数量の増加により棚卸資産が増加したこ
とによるものです。
　固定資産は284億１千万円で、前連結会計年度より４億７千９百万円減少しました。
これは主に投資有価証券の評価損によるものです。
（負債の部）
負債は136億９千５百万円で前連結会計年度より20億１千１百万円増加しました。これは主に短期借入金の

増加によるものです。
（純資産の部）
純資産は451億３千８百万円で、主にその他有価証券評価差額金の増加により３億３千９百万円の増加とな

りました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当企業集団の主力セグメントである鉄鋼事業、とりわけ当社の主力製品である厚板市場におきま

しては、造船・建設機械・産業機械などの産業において高水準の生産が維持されておりますことか
ら、今後も需要は堅調に推移するものと予想され、当社が主としております店売り市場におきまし
てもきわめてタイトな状況が予想されます。かかる中、生産面では供給責任を果たすべく、電気炉
の操業改善及び戦略提携先との受委託生産などにより、設備能力を最大限発揮する取組みを行い、
強固な生産体制を維持し、生産量の確保と納期対応に努め供給責任を果たして行く所存でありま
す。
　このような状況のもと、今期の業績予想としましては、高騰する鉄スクラップ価格の見通し難、
原油価格変動の懸念等、不確定要素が残りますものの、高効率操業、歩留まり向上、販売価格の改
善努力などにより、連結売上高89,500百万円（前連結会計年度比38.6％増）、連結営業利益6,500
百万円（前連結会計年度比3.2％増）、連結経常利益6,400百万円（前連結会計年度比2.0％増）を
見込んでおります。
　業績予想に関する事項につきましては、本日平成20年７月28日公表の「業績予想の修正に関する
お知らせ」をご参照下さい。
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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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１．棚卸資産の評価方法
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸しを省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却可能額を
見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。
２．固定資産の減価償却の算定方法
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積もりを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。
　なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。
３．経過勘定項目の算定方法
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

４．法人税等、繰延税金資産、繰延税金負債の算定方法
四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積
実効税率を乗じて計算する方法によっております。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、 一時差異
等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想や
タックス・プランニングを利用する方法によっております。

(3) 四半期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
　①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
　②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益の低下によ
る簿価切下げの方法）に変更しております。
　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
③リース取引に関する会計基準の適用
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計
審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））
が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができること
になったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、リース取引開始日が
会計基準適用初年度開始後のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引と判定されたものについては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
　なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい
ては、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額を取得価
額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に14百万円計上されており、
営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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中部鋼鈑㈱(5461)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,689 2,119

受取手形及び売掛金 17,745 17,675

有価証券 1,199 1,403

製品 3,235 2,655

原材料 2,047 886

仕掛品 2,836 1,402

貯蔵品 1,065 1,065

繰延税金資産 347 342

その他 269 72

貸倒引当金 △13 △29

流動資産合計 30,423 27,593

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,337 7,410

機械、運搬具及び工具器具備品 12,474 12,614

その他 2,214 1,793

有形固定資産合計 22,026 21,818

無形固定資産 52 58

投資その他の資産

投資有価証券 5,570 5,865

長期貸付金 3 3

繰延税金資産 467 843

その他 539 375

貸倒引当金 △248 △76

投資その他の資産合計 6,331 7,012

固定資産合計 28,410 28,889

資産合計 58,833 56,482

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,037 7,094

短期借入金 2,230 230

未払法人税等 263 1,411

賞与引当金 243 460

役員賞与引当金 2 77

その他 1,224 738

流動負債合計 12,001 10,012

固定負債

長期借入金 650 650

退職給付引当金 799 739

役員退職慰労引当金 23 219

その他 221 62

固定負債合計 1,693 1,671

負債合計 13,695 11,683
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中部鋼鈑㈱(5461)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,907 5,907

資本剰余金 4,728 4,728

利益剰余金 33,824 34,045

自己株式 △1 △1

株主資本合計 44,458 44,679

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 550 △4

評価・換算差額等合計 550 △4

少数株主持分 129 123

純資産合計 45,138 44,798

負債純資産合計 58,833 56,482
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 19,610

売上原価 17,115

売上総利益 2,494

販売費及び一般管理費 1,456

営業利益 1,037

営業外収益

受取利息 5

受取配当金 32

受取賃貸料 15

仕入割引 3

雑収入 10

営業外収益合計 66

営業外費用

支払利息 12

固定資産処分損 28

雑損失 9

営業外費用合計 49

経常利益 1,054

特別損失

投資有価証券評価損 626

特別損失合計 626

税金等調整前四半期純利益 428

法人税、住民税及び事業税 211

法人税等調整額 △5

法人税等合計 206

少数株主利益 6

四半期純利益 215
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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中部鋼鈑㈱(5461)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等
　 (1)（要約）四半期連結損益計算書
　 前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
(平成20年３月期
 第１四半期)

金額(百万円)

 Ⅰ 売上高 14,742

 Ⅱ 売上原価 11,892

　  売上総利益 2,849

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,268

　   営業利益 1,580

 Ⅳ 営業外収益 39

 Ⅴ 営業外費用 20

　   経常利益 1,599

 Ⅵ 特別利益 7

 Ⅶ 特別損失 212

　   税金等調整前四半期純利益 1,394

　  税金費用 570

　   少数株主利益 5

　   四半期純利益 818
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