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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 567,513 ― 5,155 ― 4,909 ― 2,924 ―

20年3月期第2四半期 350,201 13.5 4,548 8.3 4,606 10.6 2,423 17.6

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 33.02 ―

20年3月期第2四半期 27.35 ―

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 280,633 22,869 7.5 238.68
20年3月期 236,028 21,889 8.4 224.70

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  21,137百万円 20年3月期  19,899百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

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 1,250,000 73.4 9,900 6.7 9,500 1.1 5,000 5.9 56.46

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．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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、3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。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  88,605,625株 20年3月期  88,605,625株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  47,141株 20年3月期  45,036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  88,559,726株 20年3月期第2四半期  88,562,375株
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国金融不安の長期化による世界的な景気減速や原材

料価格の高騰などの影響を受けて、企業収益が減少するなか設備投資にも力強さを欠き、また、物価上昇か

ら個人消費も弱まるなど、景気の減速感が一段と強まってまいりました。 

このような環境下ではありましたが、当社グループは鉄鋼製品を中心に、自動車、造船等の需要家業界向

けが堅調に推移したことに加え、今年度より株式会社神戸製鋼所向け輸入鉄鋼原料の取扱いを開始したこと

などから、増収、増益となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、567,513百万円（前年同期比62.1％増）、営業利益は

5,155百万円（前年同期比13.3％増)、経常利益は4,909百万円（前年同期比6.6％増)、四半期純利益は2,924

百万円（前年同期比20.7％増)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。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

①鉄鋼セグメント 

線材製品は、自動車業界向け需要が堅調に推移し、また、鋼板製品も、造船業界を中心に需給は逼迫

したものの、全体として堅調に推移しました。加えて、線材製品、鋼板製品ともに価格が上昇したこと

から取扱いが増加しました。 

チタン・ステンレス製品は、新規顧客向け販売が寄与したことなどにより取扱いが増加し、棒鋼製品

も、マンション業界向けが不振でしたが、価格上昇により取扱いは増加しました。 

これらにより、鉄鋼セグメントの売上高は166,309百万円（前年同期比27.7％増）、営業利益は2,429

百万円（前年同期比55.2％増）となりました。 

 

②鉄鋼原料セグメント 

今年度より株式会社神戸製鋼所向け輸入鉄鋼原料のほぼ全量の納入を開始したことや、粗鋼生産が高

水準で推移したことから取扱いが増加しました。加えて、鉄鉱石、石炭、合金鉄、冷鉄源、ブリーズな

どの価格が高騰したこともあり取扱いが増加しました。 

これらにより、鉄鋼原料セグメントの売上高は208,971百万円（前年同期比322.8％増）、営業利益は

847百万円（前年同期比17.2％増）となりました。 

 

③非鉄金属セグメント 

銅製品は、半導体、自動車向け板条や空調向け銅管の取扱いが減少しました。また、アルミ製品は、

液晶製造装置向け厚板加工品の取扱いは増加しましたが、印刷版、自動車向け板条などの取扱いが減少

しました。一方、非鉄原料は、アルミ系原料の取扱いは減少しましたが、銅系原料は株式会社神戸製鋼

所向け銅地金の取引拡大により取扱いが増加しました。 

これらにより、非鉄金属セグメントの売上高は114,141百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は618

百万円（前年同期比38.0％減）となりました。 

 

④機械･情報セグメント 

機械製品は、製鉄所向け設備納入や受注済み大型プラント工事が順調に推移したことから取扱いが増加

しました。また、情報産業関連商品は、液晶用電子材料の取扱いは減少しましたが、ハードディスク関

連装置やタッチパネルが堅調に推移したことなどにより取扱いは増加しました。 

これらにより、機械・情報セグメントの売上高は49,018百万円（前年同期比29.5％増）、営業利益は

559百万円（前年同期比26.0％減）となりました。 

 

⑤溶材セグメント 

主な需要家である造船、建設機械業界は好調を維持し、鉄骨業界も堅調に推移したことから、溶接材

料、生産材料及び溶接ロボットをはじめとする溶接関連機器の取扱いが増加しました。加えて、化工機

プラント業界の海外向け需要が旺盛であったことから高付加価値溶接材料の取扱いも好調に推移しまし

た。 

これらにより、溶材セグメントの売上高は28,736百万円（前年同期比19.3％増）、営業利益は641百万

円（前年同期比48.2％増）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は280,633百万円となり、前連結会計年度比44,604百万円増

加しました。これは、主に受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は257,764百万円となり、前連結会計年度比43,624百万円

増加しました。これは、主に支払手形及び買掛金の増加によるものです。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は22,869百万円となり、前連結会計年度比979百万円増加し

ました。これは、主に利益剰余金の増加により株主資本が増加したことによるものです。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済の見通しにつきましては、金融市場の混乱が世界の実体経済へ波及し、景気の後退色が

一段と鮮明になると予想されます。 

このような状況の下、当社グループを取り巻く経営環境も一層厳しくなるものと予想されますが、主とし

て鉄鋼原料セグメントの取扱いが増加するものと見込まれるため、平成20年4月28日に公表した通期連結業

績予想の売上高を1,500億円増の1兆2,500億円に修正しております。営業利益、経常利益、当期純利益につ

きましては変更ありません。 

また、単体の業績予想につきましても、連結の業績予想と同様の理由により売上高を1,500億円増の1兆

1,700億円に修正しております。 

 

（注）上記の予想は、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、実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 

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棚卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して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。 

  

③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 

  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について、当社は原則的な方法によってお 

 ります。但し、一部の関係会社においては、当第２四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り実 

 効税率を乗じて計算する方法によっております。 

  また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、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測や 

 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。 

 

④固定資産の減価償却費の算定方法 

  減価償却費の計算において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。 
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(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 

  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棚卸資産の評価基準及び評価方法 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法を採用して 

 おりましたが、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）が適用されたことに伴い、主として移動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下げの方法）により算定しております。この変更に伴い、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、29百万円減少しております。 

 

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より「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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行なっております。 

  なお、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え 

 る影響はありません。 

 

④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、「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））を第１四半期連結会計期間から早期適用し、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、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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引 

 き続き採用しております。 

  この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に 

 与える影響は軽微であります。 

 

（追加情報） 

  平成20年度の法人税法改正により機械装置の法定耐用年数が変更されたことに伴い、第１四半期連結 

 会計期間より、機械装置については改正後の耐用年数を適用して減価償却費を算定しております。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軽微であります。 

 

4



神鋼商事株式会社 （８０７５） 平成２１年３月期 第２四半期決算短信 

 

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 11,869  6,249

  受取手形及び売掛金 194,050  170,951

  商品 24,626  21,763

  製品 29  37

  原材料 349  256

  仕掛品 377  225

  貯蔵品 20  21

  繰延税金資産 580  612

  その他 21,355  7,645

  貸倒引当金 △548  △308

  流動資産合計 252,710  207,455

 固定資産  

  有形固定資産 5,320  5,515

  無形固定資産 635  707

  投資その他の資産 23,023  23,340

  貸倒引当金 △1,056  △990

  固定資産合計 27,922  28,573

 資産合計 280,633  236,028
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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 190,418  163,748

  短期借入金 29,598  32,936

  未払法人税等 1,688  1,485

  賞与引当金 968  949

  その他 22,905  6,369

  流動負債合計 245,580  205,488

 固定負債  

  長期借入金 10,604  7,362

  退職給付引当金 174  173

  役員退職慰労引当金 25  36

  その他 1,379  1,078

  固定負債合計 12,183  8,651

 負債合計 257,764  214,139

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 5,650  5,650

  資本剰余金 2,703  2,703

  利益剰余金 13,997  11,332

  自己株式 △15  △14

  株主資本合計 22,335  19,671

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 137  758

  繰延ヘッジ損益 △1  △5

  為替換算調整勘定 △1,334  △524

  評価・換算差額等合計 △1,198  228

 少数株主持分 1,731  1,989

 純資産合計 22,869  21,889

負債純資産合計 280,633  236,028
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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  567,513

売上原価  554,600

売上総利益  12,913

販売費及び一般管理費  7,757

営業利益  5,155

営業外収益  

 受取利息  480

 受取配当金  257

 持分法による投資利益  306

 雑益  584

 営業外収益合計  1,628

営業外費用  

 支払利息  379

 売掛債権譲渡損  1,111

 雑損  384

 営業外費用合計  1,875

経常利益  4,909

特別損失  61

税金等調整前四半期純利益  4,847

法人税、住民税及び事業税  1,787

法人税等調整額  102

法人税等合計  1,889

少数株主利益  33

四半期純利益  2,924
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(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) セグメント情報 

【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） 

（単位：百万円) 

 鉄鋼 鉄鋼原料 非鉄金属 機械･情報 溶材 
その他 

事業 
計 

消去又は
全社 

連結 

売上高    

 (1)外部顧客に対する売
上高 

166,309 208,971 114,138 49,018 28,736 338 567,513 － 567,513

 (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － 2 － － 7 9 △9 －

 計 166,309 208,971 114,141 49,018 28,736 345 567,523 △9 567,513

営業費用 163,879 208,124 113,523 48,458 28,094 287 562,367 △9 562,357

営業利益 2,429 847 618 559 641 58 5,155 0 5,155

（注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業 

          区分を行っております。 

 

   ２．各事業の主な取扱品目 

    ①鉄鋼……………銑鉄、鉄鋼半成品、普通鋼鋼材、特殊鋼鋼材、鉄鋼二次・三次製品、建材加工製品、 

            チタン製品、鉄粉、鋳鍛鋼 

    ②鉄鋼原料………鉄鉱石、石炭、コークス、鉄スクラップ、還元鉄（ＨＢＩ）、合金鉄、 

            製銑・製鋼用副原料、チタンスポンジ、石油製品、スラグ製品、化成品 

    ③非鉄金属………銅製品、アルミ製品、非鉄金属地金・屑、銅・アルミ加工品、 

            アルミ・マグネシム鋳鍛造品 

    ④機械・情報……産業機械、化学機械、製鉄機械、環境装置、省エネ設備、コンプレッサー、 

            小型蒸気発電機、液晶用特殊合金、ＨＤ製造関連装置及び部材、 

            半導体受託検査・組立 

    ⑤溶材……………溶接材料、溶接機、溶接関連設備、高圧ガス容器、各種加工原料、 

            脱臭触媒・乾式除湿機 

    ⑥その他事業……不動産の賃貸・仲介業 

 

   ３．事業区分の変更 

     前連結会計年度まで、鉄鋼原料事業は鉄鋼事業に含めて表示しておりましたが、当該事業の売上高が 

    増加し、重要性が増したため、当連結会計年度より区分表示することといたしました。また、一部の 

    海外子会社において損益集計を各事業に区分して行うことといたしました。 

 

(5) 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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「参考資料」 

 

１．前年同四半期にかかる財務諸表等 

 

（要約）中間連結損益計算書 

（単位：百万円） 

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） 
科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

350,201 

338,346 

11,855 

7,306 
   売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

   営業利益 

Ⅳ 営業外収益 

4,548 

 受取利息 252 

 受取配当金 146 

 持分法による投資利益 165 

 為替差益 102 

 雑益 244 

  営業外収益合計 

Ⅴ 営業外費用 

912 

 支払利息 509 

 売掛債権譲渡損 286 

 雑損 59 

855   営業外費用合計 

   経常利益 4,606 

特別利益 25 

365 特別損失 

   税金等調整前中間純利益 

   法人税、住民税及び事業税 

4,266 

1,461 

   法人税等調整額 336 

45    少数株主利益 

   中間純利益 2,423 
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２．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） 

(単位：百万円) 

 鉄鋼 鉄鋼原料 非鉄金属 機械･情報 溶材 
その他
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高    

(1)外部顧客に
対する売上高 

130,199 49,428 108,137 37,842 24,080 512 350,201 - 350,201

(2)セグメント
間の内部売上高
又は振替高 

- - 3 2 - 11 16 △16 -

計 130,199 49,428 108,140 37,844 24,080 524 350,218 △16 350,201

営業費用 128,633 48,705 107,142 37,087 23,647 451 345,669 △16 345,652

営業利益 1,566 723 997 756 432 72 4,548 0 4,548

（注）前中間連結会計期間の事業の種類別セグメント情報を、当第２四半期連結累計期間の事業区分及び配賦方法 

      により作成しております。 
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