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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 117,362 ― 1,307 ― 1,167 ― 741 ―
20年3月期第2四半期 68,972 11.9 2,957 △61.0 2,955 △63.4 1,790 △73.7

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2四半期 4.33 ―
20年3月期第2四半期 10.98 ―

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2四半期 217,709 94,052 40.8 518.51
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2四半期  88,865百万円 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） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 225,500 39.7 13,000 127.9 13,500 132.4 8,000 126.1 46.68

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. 本資料において、平成20年９月25日発表の通期連結業績予想を修正しております。 
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2四半期  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2四半期  67,143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2四半期  171,402,206株 20年3月期第2四半期  163,021,285株
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近の業界の動向等を踏まえ、平成20年９月25日に公表した平成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。 

＊個別業績予想の修正について

合同製鐵㈱　（5410）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

－2－



 当第２四半期累計期間における国内経済は、原材料の価格高騰が企業収益を圧迫していた中で、夏以
降米国のサブプライム問題に端を発した米国金融不安の影響が強く国内に及ぶに至り、景気の弱まりは
明確となりました。 
 電炉業界におきましては、国内建築需要が減退する一方で、アジアの旺盛な鉄鋼需要もあり、主原料
である鉄スクラップ価格が７月下旬まで著しく上昇し、収益を圧迫することとなりました。 
 このような経営環境のもと、販売数量を大幅に伸ばせなかったものの、三星金属工業㈱の売上高が
16,772百万円加わったことを主因に、連結売上高は前年同期比48,390百万円増収の117,362百万円とな
りました。 
 利益面におきましては、販売価格の改善等に注力したものの、鉄スクラップ価格や諸資材価格の上昇
を吸収しきれない面もあり、営業利益は前年同期比1,650百万円悪化し1,307百万円、経常利益は前年同
期比1,788百万円悪化の1,167百万円、四半期純利益は前年同期比1,048百万円悪化の741百万円となりま
した。 
 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  
①資産 

当第２四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16,738百万円増加し、
217,709百万円となりました。 
 流動資産は前連結会計年度末に比べて20,344百万円増加の92,393百万円、固定資産は3,605百万円
減少の125,316百万円となりました。流動資産の増加は主として売上債権及び棚卸資産の増加による
ものであり、固定資産の減少は時価下落に伴う投資有価証券の減少によるものであります。 

②負債 
当第２四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19,292百万円増加し、

123,657百万円となりました。 
 流動負債は前連結会計年度末に比べて19,011百万円増加の89,788百万円、固定負債は280百万円増
加の33,868百万円となりました。流動負債の増加は主として仕入債務の増加によるものであります。

③純資産 
当第２四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2,553百万円減少し、

94,052百万円となりました。これは主として時価下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少による
ものであります。 
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の45.1％から40.8％に、１株当たり純資産額は528円

56銭から518円51銭となりました。 

近の業界の動向等を踏まえ、平成20年９月25日に公表した平成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。  

該当事項はありません。 
  

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２四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。 

  
② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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
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① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利

益が751百万円、税金等調整前四半期純利益が1,074百万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額は当該箇所に記載しております。 

  
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 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 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。 
なお、この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の営業利益、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。 
  

(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第１四半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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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２四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。 

  

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 4,796 5,917 

受取手形及び売掛金（純額） 55,737 44,715 

有価証券 250 110 

商品及び製品 17,687 11,735 

仕掛品 775 589 

原材料及び貯蔵品 11,092 7,510 

繰延税金資産 479 489 

その他 1,572 980 

流動資産合計 92,393 72,048 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 18,137 18,369 

機械装置及び運搬具（純額） 25,098 25,944 

土地 59,622 59,642 

建設仮勘定 668 364 

その他（純額） 402 367 

有形固定資産合計 103,929 104,689 

無形固定資産 428 446 

投資その他の資産 

投資有価証券 18,056 20,640 

長期貸付金 293 319 

繰延税金資産 105 120 

その他（純額） 2,503 2,706 

投資その他の資産合計 20,958 23,787 

固定資産合計 125,316 128,922 

資産合計 217,709 200,970 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 57,563 39,410 

短期借入金 23,627 22,065 

リース債務 60 － 

未払法人税等 654 618 

賞与引当金 1,063 1,112 

その他 6,819 7,569 

流動負債合計 89,788 70,777 

固定負債 

社債 500 500 

長期借入金 16,689 16,333 

リース債務 118 － 

繰延税金負債 805 695 

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824 

退職給付引当金 1,789 1,811 

役員退職慰労引当金 － 27 

負ののれん 1,433 1,520 

その他 707 873 

固定負債合計 33,868 33,587 

負債合計 123,657 104,364 

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 37,472 37,245 

自己株式 △24 △12 

株主資本合計 82,230 82,014 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,384 570 

土地再評価差額金 8,019 8,019 

評価・換算差額等合計 6,634 8,590 

少数株主持分 5,187 6,001 

純資産合計 94,052 96,606 

負債純資産合計 217,709 200,970 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 117,362 

売上原価 110,373 

売上総利益 6,989 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費合計 5,681 

営業利益 1,307 

営業外収益 

受取利息 13 

受取配当金 157 

固定資産賃貸料 148 

負ののれん償却額 173 

その他 118 

営業外収益合計 611 

営業外費用 

支払利息 388 

持分法による投資損失 164 

その他 198 

営業外費用合計 751 

経常利益 1,167 

特別利益 

固定資産売却益 5 

投資有価証券売却益 24 

事業譲渡益 104 

特別利益合計 134 

特別損失 

固定資産処分損 43 

たな卸資産評価損 323 

その他 43 

特別損失合計 409 

税金等調整前四半期純利益 892 

法人税、住民税及び事業税 574 

法人税等調整額 185 

法人税等合計 760 

少数株主損失（△） △610 

四半期純利益 741 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 60,527 

売上原価 54,852 

売上総利益 5,675 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費合計 2,786 

営業利益 2,888 

営業外収益 

受取利息 7 

受取配当金 2 

固定資産賃貸料 74 

負ののれん償却額 88 

その他 53 

営業外収益合計 226 

営業外費用 

支払利息 183 

持分法による投資損失 1 

その他 132 

営業外費用合計 317 

経常利益 2,797 

特別利益 

固定資産売却益 5 

投資有価証券売却益 24 

事業譲渡益 104 

特別利益 134 

特別損失 

固定資産処分損 16 

その他 3 

特別損失合計 19 

税金等調整前四半期純利益 2,912 

法人税、住民税及び事業税 501 

法人税等調整額 17 

法人税等合計 518 

少数株主利益 55 

四半期純利益 2,338 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 892 

減価償却費 3,002 

負ののれん償却額 △173 

固定資産除却損 45 

固定資産売却損益（△は益） △5 

事業譲渡損益（△は益） △104 

たな卸資産評価損 1,074 

投資有価証券売却損益（△は益） △24 

持分法による投資損益（△は益） 164 

受取利息及び受取配当金 △171 

支払利息 388 

売上債権の増減額（△は増加） △11,239 

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,801 

仕入債務の増減額（△は減少） 18,305 

未払消費税等の増減額（△は減少） △43 

その他 129 

小計 1,440 

利息及び配当金の受取額 223 

利息の支払額 △392 

法人税等の支払額 △518 

営業活動によるキャッシュ・フロー 753 

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 △4 

投資有価証券の売却による収入 145 

有形固定資産の取得による支出 △3,328 

有形固定資産の売却による収入 25 

貸付けによる支出 △202 

貸付金の回収による収入 26 

事業譲渡による収入 132 

子会社株式の取得による支出 △7 

その他 199 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,002 

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） 2,280 

長期借入れによる収入 3,000 

長期借入金の返済による支出 △3,362 

配当金の支払額 △513 

リース債務の返済による支出 △32 

その他 △33 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,337 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △911 

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 4,796 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、鉄鋼事業とその他の事業としております。 

２ 各事業の主な製品等 

(1) 鉄鋼事業……線材・形鋼・棒鋼等の鉄鋼製品、鉄鋼二次加工製品 

(2) その他の事業……不動産事業 

３ 会計方針の変更 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

「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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間から、棚卸資産の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。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益は「鉄鋼事

業」で751百万円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

鉄鋼事業 
(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

117,064 298 117,362 ― 117,362

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 81 81 (81) ―

計 117,064 379 117,444 (72) 117,362

  営業利益 1,099 216 1,316 (8) 1,307

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 

(単位：百万円、％) 

 
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

【参考】

科 目

前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日）

金 額 百分比

Ⅰ 売上高 68,972 100

Ⅱ 売上原価 61,662 89.4

   売上総利益 7,309 10.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,352 6.3

   営業利益 2,957 4.3

Ⅳ 営業外収益

   受取利息及び配当金 92

   持分法による投資利益 246

   雑収益 145 484 0.7

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 310

   雑損失 176 487 0.7

   経常利益 2,955 4.3

Ⅵ 特別損失

   固定資産処分損 132

   たな卸資産処分損 80

   災害補償金等 109 322 0.5

   税金等調整前中間純利益 2,632 3.8

   法人税、住民税及び事業税 728

   法人税等調整額 96 824 1.2

   少数株主利益 17 0.0

   中間純利益 1,790 2.6
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

 
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日）

区 分 金 額

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 2,632

  減価償却費 2,195

  固定資産処分損 104

  持分法による投資利益 △246

  受取利息及び配当金 △92

  支払利息 310

  売上債権の増加額 △4,580

  たな卸資産の増加額 △991

  仕入債務の増加額 4,471

  その他 △901

   小計 2,900

  利息及び配当金の受取額 215

  利息の支払額 △308

  法人税等の支払額 △1,375

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,432

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

  有価証券の償還による収入 250

  投資有価証券の取得による支出 △6,696

  有形固定資産の取得による支出 △1,466

  有形固定資産の売却による収入 0

  貸付による支出 △20

  貸付金の回収による収入 31

  その他 △19

 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,921

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の純増加額 200

  長期借入れによる収入 4,000

  長期借入金の返済による支出 △4,795

  株式の発行による収入 6,116

  自己株式の処分による収入 2,553

  配当金の支払額 △936

  その他 △21

 財務活動によるキャッシュ・フロー 7,117

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 627

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 5,140

Ⅵ現金及び現金同等物の中間期末残高 5,768
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(セグメント情報) 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益合計額に占める「鉄鋼事業」の割合がいずれも90％を超え

ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

  

生産高比較 

(単位：屯) 

 
(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。 

  

売上高比較 

  

 
(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。 

  

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

6. その他の情報

品  目 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

(19/4～19/9) (20/4～20/9) (19/4～20/3)

粗  鋼 662,273 790,310 1,379,807

鋼  材 727,906 764,255 1,429,399

品  目 項目 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

(19/4～19/9) (20/4～20/9) (19/4～20/3)

数量 794,396 屯 767,569 屯 1,575,582 屯

鋼  材 (単価) ( 67,878 円) （ 94,244 円) （ 70,667 円)

金額 53,922 百万円 72,338 百万円 111,341 百万円

そ の 他 金額 3,164 百万円 14,325 百万円 11,261 百万円

合  計 金額 57,086 百万円 86,664 百万円 122,602 百万円

(うち、輸出) （ 2,248 百万円） （ 13,072 百万円） （ 10,176 百万円）
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