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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） 

(注）平成19年３月期第３四半期決算より四半期財務・業績の概況（連結）を開示しており、平成19年３月期第１四半期は開示しておりませんが、 
   参考情報として平成20年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率を記載しております。  

(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 55,724 ― 748 ― 1,142 ― 623 ―

20年3月期第1四半期 44,718 15.2 4,834 △27.7 5,077 △27.4 2,993 △46.9

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 14.17 ―

20年3月期第1四半期 69.51 ―

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 176,170 108,332 61.1 2,449.20
20年3月期 166,572 107,846 64.3 2,437.25

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  107,654百万円 20年3月期  107,129百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 25.00 40.00

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 115,000 ― 3,300 ― 4,000 ― 2,300 ― 52.33
通期 235,000 29.4 14,000 △18.6 15,000 △15.0 8,600 △22.3 195.66

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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、２～３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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５月９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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は 
様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・財務諸表 
等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 44,898,730株 20年3月期 44,898,730株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 943,904株 20年3月期 943,904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 43,954,826株 20年3月期第1四半期 43,054,890株



【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１四半期の経営成績につきましては、前年同期に比べて製品出荷量は約３万トン（5.7％）減少したものの、販

売価格がトン当たり１万９千円上昇したことなどにより、売上高は前年同期対比11,006百万円増収の55,724百万円と

なりました。経常利益は、前年同期に比べて鉄スクラップ価格が同２万５千円上昇したため、製品販売価格の上昇は

あるものの売買差がトン当たり６千円縮小したことを主な要因として3,936百万円減益の1,142百万円となりました。

四半期純利益については、前年同期対比2,370百万円減益の623百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１） 当第１四半期の総資産は前連結会計年度末に比べ9,597百万円増加し、176,170百万円となりました。主な増

　　　 減は、製品販売価格上昇を主因とする売上債権の増加7,859百万円であります。

　（２） キャッシュ・フローの状況

前連結会計年度末に比べ現金及び現金同等物は2,986百万円減少し、11,169百万円となりました。

　当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。

・ 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,041百万円、売上債権の増加額7,859

　 百万円、たな卸資産の増加額4,486百万円、仕入債務の増加額11,530百万円、法人税等の支払額2,507百万 

　 円などにより、1,836百万円の支出となりました。

・ 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入500百万円、有形固定資産の取得による

　 支出858百万円などにより、338百万円の支出となりました。

・ 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出280百万円、配当金の支払額655百万円

　 などにより、813百万円の支出となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　製品販売価格の改善が順調に進んでいることなどから第２四半期における収益回復が見込めるため、第２四半期累

計期間及び通期の業績予想を修正しております。

　詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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定に関しては、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を主としております。

　　　　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、正味売却価額を見積

　　　り、簿価切下げを行う方法によっております。

　　②税金費用の計算

　　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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会計処理基準に関する事項の変更

　ア．四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　　　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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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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　イ．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　　　棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結

　　会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用してお

　　ります。 　　　　

　  　これに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法）により算定しております。

　　　その結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が297

　　　百万円それぞれ減少しております。

　　　 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　ウ．「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

ておりましたが、「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、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。

　　　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おります。

　　　なお、この変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

②追加情報

　有形固定資産の耐用年数の変更

　　平成20年度の法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より主として機械装置の耐用年数を変更し

ております。

　　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ41百万円減少しております。

　　なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載しております。
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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 10,576 14,395

受取手形及び売掛金 50,077 42,218

有価証券 500 615

商品 5 3

製品 7,701 6,068

半製品 4,600 4,004

原材料 5,336 3,147

その他 8,539 8,065

貸倒引当金 △53 △47

流動資産合計 87,282 78,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,964 16,078

機械装置及び運搬具 21,213 21,834

土地 27,179 27,198

その他 697 711

有形固定資産合計 65,053 65,821

無形固定資産 1,233 1,178

投資その他の資産   

投資有価証券 16,939 15,869

その他 5,773 5,346

貸倒引当金 △110 △110

投資その他の資産合計 22,602 21,105

固定資産合計 88,888 88,104

資産合計 176,170 166,572

2008/08/01 16:45:57
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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 51,283 39,752

短期借入金 100 －

1年内返済予定の長期借入金 824 866

未払法人税等 487 2,536

賞与引当金 385 627

役員賞与引当金 37 181

その他 6,631 7,055

流動負債合計 59,746 51,018

固定負債   

長期借入金 907 1,060

繰延税金負債 2,301 1,763

再評価に係る繰延税金負債 3,989 3,995

退職給付引当金 354 358

役員退職慰労引当金 424 413

その他 117 120

固定負債合計 8,091 7,708

負債合計 67,837 58,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,516 18,516

資本剰余金 21,493 21,493

利益剰余金 61,038 61,066

自己株式 △972 △972

株主資本合計 100,074 100,103

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,902 2,121

土地再評価差額金 4,741 4,749

為替換算調整勘定 △64 156

評価・換算差額等合計 7,580 7,026

少数株主持分 678 717

純資産合計 108,332 107,846

負債純資産合計 176,170 166,572

2008/08/01 16:45:57
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 55,724

売上原価 52,320

売上総利益 3,405

販売費及び一般管理費 2,657

営業利益 748

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 136

持分法による投資利益 357

その他 57

営業外収益合計 568

営業外費用  

支払利息 147

その他 27

営業外費用合計 174

経常利益 1,142

特別利益  

固定資産除売却益 2

関係会社清算益 2

その他 0

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除売却損 34

減損損失 66

その他 4

特別損失合計 105

税金等調整前四半期純利益 1,041

法人税等 405

少数株主利益 13

四半期純利益 623

2008/08/01 16:45:57
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（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利益 1,041

減価償却費 1,166

減損損失 66

引当金の増減額（△は減少） △375

持分法による投資損益（△は益） △357

固定資産除売却損益（△は益） 32

受取利息及び受取配当金 △153

支払利息 147

売上債権の増減額（△は増加） △7,859

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,486

仕入債務の増減額（△は減少） 11,530

その他 △193

小計 560

利息及び配当金の受取額 282

利息の支払額 △170

法人税等の支払額 △2,507

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,836

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 △137

定期預金の払戻による収入 130

有価証券の売却及び償還による収入 500

投資有価証券の売却及び償還による収入 118

貸付けによる支出 △92

貸付金の回収による収入 115

有形固定資産の取得による支出 △858

有形固定資産の売却による収入 3

無形固定資産の取得による支出 △86

その他 △31

投資活動によるキャッシュ・フロー △338

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） 100

長期借入れによる収入 84

長期借入金の返済による支出 △280

割賦債務の返済による支出 △9

配当金の支払額 △655

少数株主への配当金の支払額 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △813

現金及び現金同等物に係る換算差額 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,986

現金及び現金同等物の期首残高 14,155

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,169

2008/08/01 16:45:57
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（４）継続企業の前提に関する注記

　  該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

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 53,502 2,127 95 55,724 － 55,724

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
97 557 － 654 (654) －

計 53,600 2,684 95 56,379 (654) 55,724

営業費用 53,459 1,955 94 55,508 (532) 54,976

営業利益 140 729 2 870 (122) 748

　（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（128百万円）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　【定性的情報・財務諸表等】４．（3）①イ．に記載の通り、当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評

価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、鉄鋼事業において、営業利益が297百万円減少しております。

５　【定性的情報・財務諸表等】４．（3）②追加情報に記載の通り、平成20年度の法人税法の改正に伴い、当第

１四半期連結会計期間から固定資産の耐用年数の変更を実施しました。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、営業費用が鉄鋼事業において39百万円、環境リサイクル事業において２百万円、その他の

事業において０百万円それぞれ増加し、それに伴い営業利益が同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

－ 1 －



ｃ．海外売上高

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）

  当第１四半期連結会計期間においては、海外売上高が連結売上高の10％を超えることとなったため、海外売

上高を記載しております。

 アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,181 613 6,794

Ⅱ　連結売上高（百万円）   55,724

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
11.1 1.1 12.2

  　　　　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

     　　　　   ２　各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。

   　　　　        (1）アジア…韓国、台湾、ベトナム、シンガポール

     　　　　      (2）北米……米国、カナダ

     　　　　   ３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）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。

－ 2 －
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