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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 119,823 ― 11,583 ― 34,991 ― 19,048 ―
20年3月期第2四半期 66,249 31.3 3,830 △24.1 26,398 39.2 14,782 18.6

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 272.82 ―
20年3月期第2四半期 210.86 ―

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 262,623 195,732 71.4 2,694.87
20年3月期 251,510 192,666 73.4 2,642.96

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  187,431百万円 20年3月期  184,675百万円

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00
21年3月期 ― 25.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 50.00

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 216,000 29.7 23,000 69.5 59,000 3.7 33,000 0.3 474.47

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） 

（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） 

※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７月30日に公表いた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。 
  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」をご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しております。 
  実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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 無

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  71,960,000株 20年3月期  71,960,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,408,762株 20年3月期  2,085,461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  69,820,359株 20年3月期第2四半期  70,103,465株
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当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は、主原料であるスクラップ価格の高騰、
合金鉄等の副資材価格の上昇が進みました。そのような状況のもと、当社グループは原材料高に見合う販
売価格の改善に努めてまいりました。 
 日本においては、スクラップ価格等の高騰に対して販売価格の改善を推し進めてまいりましたが、８月
からスクラップ価格が急速に下落に転じたため、第１四半期に比べ第２四半期の業績は大きく改善いたし
ました。 
 連結子会社を有する韓国では、引き続き需要が好調ななか、概ね順調に収益を計上しました。タイ国に
つきましても、原材料高に見合う販売価格改定は遅れ気味ではあったものの、堅調な需要のもと業績は順
調に推移しました。 
 持分法適用関連会社を有する米国では、当第２四半期累計期間に反映される期間（１月～６月）につい
ては、サブプライムローン問題に関する大きな影響もなく、業績は好調に推移しました。 
 
 また、韓国及びタイ国においてデリバティブ取引（借入れに伴う金利スワップ等）の時価評価に伴い、
当第２四半期連結累計期間で2,333百万円の評価益と112百万円の評価損が発生しました。 
 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は119,823百万円（前年同期比80.9％増）、営業利益
は11,583百万円（前年同期比202.4％増）、経常利益は34,991百万円（前年同期比32.5％増）となりまし
た。また、投資有価証券評価損1,099百万円を特別損失として計上したことにより、四半期純利益は
19,048百万円（前年同期比28.9％増）となりました。 
 
 なお、サイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは平成19年６月に当社の連結子会社となりま
したが、前中間連結会計期間に比べ当第２四半期連結累計期間に与える影響は下記のとおりです。 
  
（売上高及び営業利益の前年同期比較） 

 
（注） 持分法適用関連会社であったサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは、株式の追加取得によ 

          り、平成19年６月に連結子会社となりました。みなし取得日を前中間連結会計期間末とし、売上高等につ 
          きましては前連結会計期間の下期より連結しているため、前中間連結会計期間には同社の売上高等は含ま 
     れておりません。 

  
（持分法による投資利益の前年同期比較） 

 
（注） 持分法適用関連会社であったサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは、株式の追加取得によ 

          り、平成19年６月に連結子会社となりました。みなし取得日を前中間連結会計期間末としているため、同 
          社の持分法による投資利益の反映は前中間連結会計期間末までとなっております。 

  
なお、当第２四半期連結累計期間における海外子会社、関係会社の財務諸表から連結財務諸表の作成に

かかる期中平均の為替レートは次のとおりです。 
（海外各社の当第２四半期累計期間は平成20年１月～６月） 
 104.62円／米ドル、3.31円／バーツ、9.43ウォン／円 
  

【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

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間

増 減自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成19年９月30日 至 平成20年９月30日

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

従来 
連結範囲

66,249 3,830 86,109 6,606 19,859 2,775

サイアム 
・ヤマト

― ― 33,713 4,976 33,713 4,976

計 66,249 3,830 119,823 11,583 53,573 7,752

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間

増 減自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成19年９月30日 至 平成20年９月30日

米国 17,917 19,779 1,861

サイアム 
・ヤマト

2,065 ― △2,065

計 19,983 19,779 △204
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また、前中間連結会計期間における期中平均の為替レートは次のとおりです。 
（海外各社の前中間会計期間は平成19年１月～６月） 

  120.49円／米ドル、3.67円／バーツ、7.75ウォン／円 

  

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対し、為替変動の影響で在外子会
社の資産が減少したものの、持分法適用関連会社に対する出資金の増加、販売価格の上昇による売上債権
の増加や資材価格高騰によるたな卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ11,112百万円増加の
262,623百万円となりました。 
 負債につきましては、資材価格高騰による仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ8,047百
万円増加の66,891百万円となりました。 
 また、純資産は四半期純利益の増加、配当による減少の他、為替変動の影響で為替換算調整勘定が減少
したこと等により、前連結会計年度末に比べ3,065百万円増加の195,732百万円となりました。 
  
なお、当第２四半期連結会計期間末における海外子会社、関係会社の財務諸表から連結財務諸表の作成

にかかる為替レートは次のとおりです。 
 （海外各社の当第２四半期会計期間末は平成20年６月末） 
 106.42円／米ドル、3.17円／バーツ、9.80ウォン／円 
 
 また、前連結会計年度末における為替レートは次のとおりです。 
 （海外各社の前会計年度末は平成19年12月末） 
 114.15円／米ドル、3.86円／バーツ、8.22ウォン／円 
  

（2）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） 

主に米国の持分法適用関連会社からの現金分配等により、営業活動による資金は10,603百万円増加しま
した。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 主にサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドの第２工場建設にかかる支出等により、投資活
動による資金は7,499百万円減少しました。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 配当金の支払等があったものの、借入れによる収入があったため、財務活動による資金は536百万円増
加しました。 
 以上に現金及び現金同等物に係る換算差額△5,872百万円を加味した、当第２四半期連結会計期間末の
現金及び現金同等物の残高は79,550百万円となり、前連結会計年度末と比べ、2,231百万円減少しまし
た。 
  

  

連結業績予想につきましては、前回予想（平成20年７月30日発表）から修正しております。 
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」をご参照ください。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
（1）財政状態の変動

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
①棚卸資産の評価方法 
 当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部の子会社では実地棚卸を省略し、
前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関して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、簿価切下げを行っております。 
 
②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異の発
生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算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。 
 
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
税金費用の計算 
 一部の子会社を除き、当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する方法を採用しております。 
  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」(企業会計基準委員会 平成
19年３月14日 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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
たな卸資産 
 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」（企業会計基準委員会 平成18
年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。 
 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
 
③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
 第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取
扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。これにより期首の利益剰余金から276百万円を減算したことに伴い、利益剰余
金が同額減少しております。なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽
微であります。 
 
④リース取引に関する会計基準の適用 
 第１四半期連結会計期間から、「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）を早期に適用しております。 
 なお、リース取引開始日が当連結会計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
は引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 
 これによる当第２四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 
  

  

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

(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
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 (1) 四半期連結貸借対照表 

5.  四半期連結財務諸表

（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 80,340 83,382 

受取手形及び売掛金 45,906 37,371 

商品及び製品 9,057 9,906 

仕掛品 604 571 

原材料及び貯蔵品 19,539 14,855 

その他 2,802 2,271 

貸倒引当金 △126 △119 

流動資産合計 158,124 148,240 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 10,235 10,498 

機械装置及び運搬具（純額） 12,815 15,158 

土地 17,068 17,271 

建設仮勘定 7,513 6,128 

その他（純額） 152 156 

有形固定資産合計 47,785 49,214 

無形固定資産 

のれん 3,956 4,412 

その他 350 469 

無形固定資産合計 4,307 4,882 

投資その他の資産 

投資有価証券 9,261 11,293 

出資金 40,159 36,405 

その他 3,134 1,622 

貸倒引当金 △148 △148 

投資その他の資産合計 52,406 49,173 

固定資産合計 104,499 103,269 

資産合計 262,623 251,510 
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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 24,945 20,171 

短期借入金 14,543 11,850 

未払法人税等 2,788 2,242 

賞与引当金 892 543 

その他 7,954 8,198 

流動負債合計 51,124 43,007 

固定負債 

長期借入金 1,268 3,012 

繰延税金負債 11,123 9,360 

退職給付引当金 1,996 2,118 

役員退職慰労引当金 1,130 1,086 

その他 248 258 

固定負債合計 15,767 15,836 

負債合計 66,891 58,844 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,996 7,996 

資本剰余金 1,052 1,142 

利益剰余金 186,992 169,913 

自己株式 △1,607 △808 

株主資本合計 194,434 178,245 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,112 2,600 

繰延ヘッジ損益 △3 － 

為替換算調整勘定 △9,111 3,829 

評価・換算差額等合計 △7,003 6,430 

少数株主持分 8,300 7,990 

純資産合計 195,732 192,666 

負債純資産合計 262,623 251,510 
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  (第２四半期連結累計期間) 

(2) 四半期連結損益計算書

（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) 

売上高 119,823 

売上原価 102,567 

売上総利益 17,255 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 2,326 

給料及び手当 560 

賞与引当金繰入額 208 

退職給付引当金繰入額 53 

役員退職慰労引当金繰入額 162 

その他 2,359 

販売費及び一般管理費合計 5,672 

営業利益 11,583 

営業外収益 

受取利息 1,385 

受取配当金 171 

持分法による投資利益 19,779 

デリバティブ評価益 2,333 

その他 357 

営業外収益合計 24,027 

営業外費用 

支払利息 294 

為替差損 194 

デリバティブ評価損 112 

その他 17 

営業外費用合計 619 

経常利益 34,991 

特別利益 

固定資産売却益 1 

特別利益合計 1 

特別損失 

固定資産売却損 0 

固定資産除却損 18 

投資有価証券評価損 1,099 

特別損失合計 1,118 

税金等調整前四半期純利益 33,874 

法人税、住民税及び事業税 10,314 

法人税等調整額 2,679 

法人税等合計 12,993 

少数株主利益 1,831 

四半期純利益 19,048 
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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 33,874 

減価償却費 2,340 

受取利息及び受取配当金 △1,556 

支払利息 294 

持分法による投資損益（△は益） △19,779 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,099 

デリバティブ評価損益（△は益） △2,220 

売上債権の増減額（△は増加） △12,096 

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,117 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,502 

その他 78 

小計 2,419 

利息及び配当金の受取額 17,893 

利息の支払額 △264 

法人税等の支払額 △9,445 

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,603 

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 △697 

定期預金の払戻による収入 1,305 

有形固定資産の取得による支出 △5,484 

関係会社出資金の取得による支出 △2,610 

その他 △11 

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,499 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 9,450 

短期借入金の返済による支出 △6,295 

長期借入れによる収入 1,324 

長期借入金の返済による支出 △1,489 

自己株式の取得による支出 △758 

配当金の支払額 △1,692 

少数株主への配当金の支払額 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 536 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,872 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,231 

現金及び現金同等物の期首残高 81,781 

現金及び現金同等物の四半期末残高 79,550 
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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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」(企業会計基準委員会 平成19
年３月14日 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。 

  

該当事項はありません。 
  

  
【事業の種類別セグメント情報】 

  
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 従来の事業区分のうち、「ＦＲＰ成形事業」「不動産事業」「医療廃棄物処理事業」の３事業については、 

      前第３四半期連結会計期間末より「その他の事業」に含めて表示することに変更しております。 

     この変更は、前連結会計年度よりサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドが新たに連結子会社 

     となり、鉄鋼事業の割合が増加したことにより、上記３事業の重要性が減少したためであります。 
  

    ２ 事業区分は製品の区分によっております。 

  

    ３ 各事業の主な製品 

     （1）鉄鋼事業………………Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板、エレベータガイドレール、棒鋼 
     （2）軌道用品事業…………分岐器類、伸縮継目、NEWクロッシング、接着絶縁レール、 
                  脱線防止ガード、タイプレート類、ボルト類 
     （3）重工加工品事業………鋳鋼品、船舶製缶、重機械加工、造船用形鋼 
     （4）その他の事業…………浴槽、浴室用部品、洗面ボール、トイレ用水槽、高電圧用端子台、接続端子かん
                  不動産の賃貸、管理、緑化、メスキュード等                 
  

    ４ 会計処理の方法の変更 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

      「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 

     期連結会計期間より「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）を適用しております。 

      これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。    

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

鉄鋼事業 
 

(百万円)

軌道用品
事業 

(百万円)

重工加工品
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

111,691 2,217 5,179 734 119,823 ― 119,823

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,661 ― 0 ― 3,662 (3,662) ―

計 115,353 2,217 5,179 734 123,485 (3,662) 119,823

営業利益 11,946 66 176 23 12,212 (629) 11,583
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【所在地別セグメント情報】 
  
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 前連結会計年度よりサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドが連結子会社となったことに伴い、 

     従来単一表示していた「アジア」を前第３四半期連結会計期間末より「韓国」と「タイ国」の国別に区分表 

     示することに変更しております。 
  

    ２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  

    ３ 会計処理の方法の変更 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

      「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 

     期連結会計期間より「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）を適用しております。 

      これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。    

  

【海外売上高】 
  
  
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 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は以下のとおりです。 

    アジア・・・韓国、タイ国、シンガポール、マレーシア 
  

    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。 

  

該当事項はありません。 

  

日本 
(百万円)

韓国
(百万円)

タイ国
(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

41,225 44,883 33,713 119,823 ― 119,823

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 41,225 44,883 33,713 119,823 ― 119,823

営業利益 3,134 3,725 5,352 12,212 (629) 11,583

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 76,935 5,812 82,748

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 119,823

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

64.21 4.85 69.06

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

              

大和工業(株)(5444)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－10－



前年同四半期に係る財務諸表等 

（1）中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

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(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 66,249 100.0

Ⅱ 売上原価 57,948 87.5

   売上総利益 8,300 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 荷造運搬費 2,398

 ２ 給料手当 426

 ３ 賞与引当金繰入額 107

 ４ 退職給付引当金繰入額 28

 ５ 役員退職慰労引当金繰入額 167

 ６ その他 1,341 4,469 6.7

   営業利益 3,830 5.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,937

 ２ 受取配当金 149

 ３ 負ののれん償却額 59

 ４ 持分法による投資利益 19,983

 ５ その他 658 22,788 34.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 217

 ２ その他 3 220 0.3

   経常利益 26,398 39.9

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 6

 ２ 貸倒引当金戻入益 4 11 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 1

 ２ 貸倒引当金繰入額 93 94 0.2

   税金等調整前中間純利益 26,315 39.7

   法人税、住民税及び事業税 9,750

   法人税等調整額 1,146 10,896 16.4

   少数株主利益 636 1.0

   中間純利益 14,782 22.3
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（2）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19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 26,315

   減価償却費 2,012

   負ののれん償却額 △59

   貸倒引当金の増加額 91

   賞与引当金の増加額 11

   退職給付引当金の増加額 114

   役員退職慰労引当金の増加額 117

   受取利息及び受取配当金 △2,086

   支払利息 217

   為替差損 0

   持分法による投資利益 △19,983

   固定資産売却益 △6

   固定資産除却損 1

   売上債権の増加額 △3,517

   たな卸資産の増加額 △844

   仕入債務の増加額 3,694

   その他 △289

    小計 5,786

   利息及び配当金の受取額 20,712

   利息の支払額 △224

   法人税等の支払額 △9,341

   営業活動によるキャッシュ・フロー 16,932

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 △4,831

   定期預金の払戻による収入 5,375

   有形固定資産の取得による支出 △2,393

   有形固定資産の売却による収入 2,113

   投資有価証券の取得による支出 △9

    連結範囲の変更を伴う関係会社株式取得による支出 △8,307

   その他 △22

   投資活動によるキャッシュ・フロー △8,075

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の返済による支出 △732

   長期借入金の返済による支出 △593

   自己株式の取得による支出 △443

   配当金の支払額 △1,355

    少数株主への配当金の支払額 △1

   財務活動によるキャッシュ・フロー △3,127

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,455

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 8,185

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 68,802

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,321

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 78,308
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（3）セグメント情報 

 【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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
  
 （注）１ 事業区分は製品の区分によっている。 
  
    ２ 各事業の主な製品 
     （1）鉄鋼事業…………………Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板、エレベータガイドレール、棒鋼 
     （2）軌道用品事業……………分岐器類、伸縮継目、NEWクロッシング、接着絶縁レール、 
                   脱線防止ガード、タイプレート類、ボルト類 
     （3）重工加工品事業…………鋳鋼品、船舶製缶、重機械加工、造船用形鋼 
     （4）ＦＲＰ成形事業…………浴槽、浴室用部品、洗面ボール、トイレ用水槽、 
                   高電圧用端子台、接続端子かん 
     （5）不動産事業………………不動産の賃貸、管理、緑化 
     （6）医療廃棄物処理事業……メスキュード 
  
    ３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおり。 

 
  

  

鉄鋼事業 
 

(百万円)

 
軌道用品 
事業 

(百万円)

重工加工
品事業 
(百万円)

ＦＲＰ 
成形事業
(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

医療
廃棄物 
処理事業
(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

59,345 1,897 4,231 642 72 59 66,249 ― 66,249

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

1,868 ― ― ― ― ― 1,868 (1,868) ―

計 61,213 1,897 4,231 642 72 59 68,117 (1,868) 66,249

営業費用 57,231 1,822 3,930 605 49 55 63,695 (1,277) 62,418

営業利益 3,982 75 301 36 23 3 4,422 (591) 3,830

前中間連結
会計期間 
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額

591
提出会社の一般管理部門にかかる
費用及び米国事業統括会社にかか
る費用
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 【所在地別セグメント情報】 

 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） 

 
  
 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
  
    ２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア…韓国 
    
    ３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の「注３」と同一 

      である。 

  

 【海外売上高】 

 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） 

 
  
 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
  
    ２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおり。 

       アジア…韓国、中国、台湾、香港 
  
    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る。 

  

  

日本 
(百万円)

 
アジア 
(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

29,716 36,533 66,249 ― 66,249

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

― ― ― ― ―

計 29,716 36,533 66,249 ― 66,249

営業費用 27,142 34,684 61,826 591 62,418

営業利益 2,573 1,849 4,422 (  591) 3,830

アジア
その他の
地域

計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 40,032 ― 40,032

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 66,249

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 60.43 ― 60.43
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