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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 56,835 ― △1,580 ― △1,630 ― △1,596 ―
20年3月期第1四半期 34,520 12.1 1,274 △68.7 1,373 △68.8 875 △70.1

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 △9.31 ―
20年3月期第1四半期 5.61 ―

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 215,154 94,096 41.3 517.85
20年3月期 200,970 96,606 45.1 528.56

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  88,762百万円 20年3月期  90,605百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 6.00 6.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 121,000 ― △1,000 ― △1,400 ― △1,200 ― △7.00
通期 259,000 60.4 6,000 5.2 6,000 3.3 4,000 13.1 23.34

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3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） 

（注）詳細は3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） 

＊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４月28日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
2. 上記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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  171,452,113株 20年3月期  171,452,113株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  45,508株 20年3月期  32,671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  171,413,024株 20年3月期第1四半期  156,026,116株
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＊個別業績予想の修正について
　最近の業界の動向等を踏まえ、平成20年４月28日の平成20年３月期決算発表時に公表した平成21年３月
期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の個別業績予想について修正しております。
　詳細については、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

決算短信 2008年07月28日 17時26分 01941xe01_in 1ページ （Tess 1.10 20080626_01）

―　2　―



合同製鐵㈱(5410) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

【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１四半期における国内経済は、米国のサブプライムローン問題により米国の景気減速懸念が強まる
なか、原燃料の価格高騰が企業収益を圧迫しており、景気回復は足踏状態となりました。
　電炉業界におきましては、建築基準法改正の影響に加え建築需要そのものが減少しており、建築着工件
数は昨年を下回る水準で推移しております。また、原燃料高に伴うコストアップが収益を圧迫しており、
特に主原料である鉄スクラップ価格は世界的に旺盛な鉄鋼需要を背景に上昇を続け、トン当たり７万円に
近づくなど厳しい収益環境が続きました。
　このような経営環境のもと、当社グループは、原燃料価格の高騰に対し購買体制の強化をはかるととも
に販売価格の改善に努めてまいりました。また、国内需要減少には、需要旺盛な輸出で対応するなど収益
構造の再構築に取り組んでまいりました。
　その結果、当第１四半期の連結業績につきましては、当社の鋼材(製品)販売数量は前年同期比１万７千
トン減少したものの、販売単価をトン当たり２万３百円改善したこと、さらには、三星金属工業㈱の8,138
百万円が当四半期に加算されていることもあり、売上高は前年同期比22,315百万円増収の56,835百万円と
なりました。
　営業利益につきましては、鉄スクラップ価格と諸資材価格の上昇が販売価格の改善を上回り、前年同期
比2,855百万円悪化し1,580百万円の損失計上のやむなきにいたりました。また、経常利益は前年同期比
3,003百万円悪化し1,630百万円の損失となり、四半期純利益は前年同期比2,472百万円悪化し1,596百万円
の損失となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて14,183百万円増加し、215,154百

万円となりました。
　流動資産は前連結会計年度末に比べて14,744百万円増加の86,793百万円、固定資産は561百万円減少の
128,361百万円となりました。流動資産の増加は、たな卸資産が原燃料価格の高騰により増加したこと
と、受取手形及び売掛金が製品販売価格の上昇に伴い増加したことによるものであります。

②負債
当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて16,693百万円増加し、121,057

百万円となりました。
　流動負債は前連結会計年度末に比べて15,725百万円増加の86,502百万円、固定負債は967百万円増加の
34,555百万円となりました。流動負債の増加は、支払手形及び買掛金が鉄スクラップ価格の高騰等によ
り増加したことによるものであります。

③純資産
当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,509百万円減少し、94,096

百万円となりました。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の45.1％から41.3％に、１株当たり純資産額は528円56銭

から517円85銭となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

上記1.記載の当第１四半期の経営成績を踏まえ、平成20年３月期決算発表時に公表した平成21年３月
期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の連結業績予想について、収益予想の見直しを行っており
ます。 
　詳細については、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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 簡便な会計処理
　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

決算短信 2008年07月28日 17時26分 01941xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）

―　3　―



合同製鐵㈱(5410) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

　 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。

　 固定資産の減価償却費の算定方法
減価償却費について、予算に基づく年間償却予定額を期間按分し、期中の取得、売却又は除却す

る固定資産の減価償却費の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。

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理
原価差異の繰延処理

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異については、原価計算期間末までにほぼ解
消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰延べております。

(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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間より「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の適用
「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（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失及び経常損失が792百万円、税金等調整前四

半期純損失が1,115百万円それぞれ増加しております。

③ リース取引に関する会計基準の適用
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理取引
に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。
なお、リース取引開始日が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を取得価額として計上する方法によっております。
この結果、リース資産が有形固定資産に171百万円計上されております。

　なお、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

(追加情報)
① 有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び連結子会社の機械装置の耐用年数については当第１期連結会計期間より法人税法の改正を
契機として見直しを行い12～15年を14年に変更しております。 
なお、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

② 役員退職慰労引当金
当社の連結子会社である三星金属工業㈱は平成20年４月21日開催の取締役会において、役員退職慰

労金制度の廃止を決議するとともに、平成20年６月30日開催の定時株主総会において、役員の退任時
に退職慰労金制度廃止日（当該総会終結時）までの在任期間に応じた退職慰労金を支給することを決
議しております。これに伴い、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額のうち、当第１
四半期連結会計期間末において未支給の金額については「固定負債」の「その他」として計上してお
ります。
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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 5,446 5,917

受取手形及び売掛金 53,203 44,715

有価証券 250 110

製品 9,407 6,672

半製品 6,809 5,061

原材料 5,603 4,046

仕掛品 831 589

貯蔵品 1,737 1,692

モールド及びロール 1,858 1,773

繰延税金資産 496 489

その他 1,150 980

流動資産合計 86,793 72,048

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 18,123 18,369

機械装置及び運搬具 25,227 25,944

土地 59,630 59,642

建設仮勘定 839 364

その他 361 367

有形固定資産合計 104,182 104,689

無形固定資産 443 446

投資その他の資産

投資有価証券 20,820 20,640

長期貸付金 303 319

繰延税金資産 3 120

その他 2,608 2,706

投資その他の資産合計 23,735 23,787

固定資産合計 128,361 128,922

資産合計 215,154 200,970
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（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 56,540 39,410

短期借入金 21,270 22,065

リース債務 60 －

未払法人税等 141 618

賞与引当金 714 1,112

その他 7,774 7,569

流動負債合計 86,502 70,777

固定負債

社債 500 500

長期借入金 17,027 16,333

リース債務 119 －

繰延税金負債 1,023 695

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824

退職給付引当金 1,828 1,811

役員退職慰労引当金 － 27

負ののれん 1,522 1,520

その他 708 873

固定負債合計 34,555 33,587

負債合計 121,057 104,364

純資産の部

株主資本

資本金 34,896 34,896

資本剰余金 9,885 9,885

利益剰余金 35,134 37,245

自己株式 △17 △12

株主資本合計 79,899 82,014

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 843 570

土地再評価差額金 8,019 8,019

評価・換算差額等合計 8,862 8,590

少数株主持分 5,334 6,001

純資産合計 94,096 96,606

負債純資産合計 215,154 200,970
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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 56,835

売上原価 55,521

売上総利益 1,313

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 2,894

営業損失（△） △1,580

営業外収益

受取利息 6

受取配当金 154

固定資産賃貸料 73

負ののれん償却額 84

その他 65

営業外収益合計 384

営業外費用

支払利息 205

持分法による投資損失 162

その他 66

営業外費用合計 434

経常損失（△） △1,630

特別損失

固定資産処分損 27

たな卸資産評価損 323

その他 40

特別損失合計 390

税金等調整前四半期純損失（△） △2,020

法人税、住民税及び事業税 73

法人税等調整額 168

法人税等合計 241

少数株主損失（△） △665

四半期純損失（△） △1,596
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合同製鐵㈱(5410) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △2,020

減価償却費 1,526

負ののれん償却額 △84

固定資産除却損 25

固定資産売却損益（△は益） 0

たな卸資産評価損 1,115

投資有価証券売却損益（△は益） △0

持分法による投資損益（△は益） 162

受取利息及び受取配当金 △161

支払利息 205

売上債権の増減額（△は増加） △8,488

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,526

仕入債務の増減額（△は減少） 17,130

未払消費税等の増減額（△は減少） △69

その他 668

小計 2,483

利息及び配当金の受取額 216

利息の支払額 △136

法人税等の支払額 △487

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △100

有価証券の償還による収入 110

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 114

有形固定資産の取得による支出 △1,985

有形固定資産の売却による収入 12

貸付けによる支出 △76

貸付金の回収による収入 16

子会社株式の取得による支出 △7

その他 △90

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,007

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（△は減少） △120

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △981

配当金の支払額 △485

リース債務の返済による支出 △16

その他 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △629

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △561

現金及び現金同等物の期首残高 5,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,146
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合同製鐵㈱(5410) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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合同製鐵㈱(5410) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

　（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

　 至 平成19年６月30日）

金 額

Ⅰ 売上高 34,520

Ⅱ 売上原価 30,989

　 売上総利益 3,530

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,256

　 営業利益 1,274

Ⅳ 営業外収益 337

Ⅴ 営業外費用 239

　 経常利益 1,373

Ⅵ 特別損失 14

　 税金等調整前四半期純利益 1,358

　 法人税、住民税及び事業税 132

　 法人税等調整額 337

　 少数株主利益 13

　 四半期純利益 875

　生産高比較

（単位：屯）

品 目 前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度

(19/4～19/6) (20/4～20/6) (19/4～20/3)

粗 鋼 347,537 414,507 1,379,807

鋼 材 377,439 396,772 1,429,399

(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。

　売上高比較

品 目 項目 前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度

(19/4～19/6) (20/4～20/6) (19/4～20/3)

数量 409,546 屯 392,675 屯 1,575,582 屯

鋼 材 (単価) ( 66,271 円) （ 86,527 円) （ 70,667 円)

金額 27,140 百万円 33,976 百万円 111,341 百万円

そ の 他 金額 1,539 百万円 7,467 百万円 11,261 百万円

合 計 金額 28,680 百万円 41,444 百万円 122,602 百万円

(うち、輸出) （ 940 百万円） （ 6,179 百万円） （ 10,176 百万円）

(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。
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