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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 115,655 ― 7,119 ― 7,774 ― 3,875 ―

20年3月期第2四半期 88,007 16.3 8,950 △24.9 9,184 △26.7 6,134 △31.7

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 88.16 ―

20年3月期第2四半期 141.57 ―

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 172,197 111,028 64.1 2,510.23
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2四半期  110,337百万円 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 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 195,000 7.4 23,000 33.8 24,000 36.0 13,500 22.0 307.13

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、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９月12日に公表いたしました連結業績予想は、通期に関して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。 
なお、四半期連結財務諸表は、当第２四半期連結会計期間より「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内
閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

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 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2四半期 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2四半期 43,954,826株 20年3月期第2四半期 43,054,890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、昨年の米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な経済

の混乱の影響を受けました。これまで日本経済を牽引してきた輸出は減速し、原油を始めとする資源の高騰も顕著と

なりました。景気減速感が顕著になった中、当社の属する普通鋼電炉業界にとっては、主な需要先である建設分野で

公共投資の縮減に加えて、民間建設投資の鈍化が顕著になり、建設用鋼材の需要が減少しました。主原料である鉄ス

クラップ価格は、７月には指標であるＨ２上級屑でトン当り７万円を超えるまで上昇しましたが、その後９月末まで

に約３万円急落するなど、激しい値動きを示しました。当社は、鉄スクラップ価格の上昇に対応した製品価格の改善

に取り組み、主力製品である異形棒鋼につきましては、トン当り11万円台の価格を実現しました。

　こうした中、当期の経営成績につきましては、売上高は115,655百万円（前年同期対比27,648百万円増）、営業利益

は7,119百万円（同1,831百万円減）、経常利益は、7,774百万円（同1,409百万円減）となりました。四半期純利益に

ついては、保有株式の減損処理を実施したことにより、3,875百万円（同2,259百万円減）となりました。

 

事業の種類別セグメントの業績は以下の通りであります。

 

①鉄鋼事業

　  当事業部門におきましては、建設用鋼材の需要減から製品出荷量は前年同期対比約６万トン（5.9％）減少しまし

たが、販売価格の改善に努めた結果、当期の平均出荷単価は同トン当り２万５千円上昇しました。一方主原料であ

る鉄スクラップの平均消費単価は前年同期対比トン当り約２万３千円上昇し、加えて諸資材やエネルギー価格の高

騰により、製造コストが上昇しました。

　以上の結果、売上高は111,157百万円（前年同期対比27,003百万円増）、営業利益は5,948百万円（前年同期対比

2,137百万円減）となりました。

②環境リサイクル事業

　  当事業部門については、連結子会社である共英リサイクル株式会社のガス化溶融炉が戦力化し、着実に収益を計

上するとともに、前期に引き続き山口県に保有する管理型処分場の活用を図ったことにより、業績は堅調に推移し

ました。

　以上の結果、売上高は4,307百万円（前年同期対比664百万円増）、営業利益は1,473百万円（前年同期対比366百

万円増）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5,625百万円増加し、172,197百万円となり

ました。主として、製品販売価格上昇を主因とする売上債権の増加11,823百万円であります。負債合計は前年

度末に比べ2,443百万円増加し、61,170百万円となりました。主な要因は、鉄スクラップ購買価格上昇による

買掛債務の増加2,106百万円であります。純資産は前年度末に比べ3,182百万円増加し、111,028百万円となり

ました。 

（２） キャッシュ・フローの状況

　　当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、5,228百万円となりました。

　　当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6,331百万円、売上債権の増加額11,823百

万円、たな卸資産の増加額3,829百万円、仕入債務の増加額2,106百万円、法人税等の支払額2,573百万円など

により、差し引き6,372百万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、有価証券等の売却及び償還による収入500百万円、有形固定資産の取

　　 得による支出1,857百万円などにより、同1,537百万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464百万円、配当金の支払額659百万円

　　 などにより、同1,019百万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

　景気の後退が鮮明になり、建設用鋼材需要の減退により、本年度第３四半期以降（下半期）の当社グループの製品

販売量は減少するものと予想しています。このような情勢を踏まえ、通期の連結売上高を前回予想比400億円減収とな

る1,950億円を見込んでおります。一方、主原料である鉄スクラップ価格が急落しているため、製品価格との売買格差

は前回の当社想定よりも拡大することが予想され、連結営業利益は前回予想比60億円増益の230億円、連結経常利益は

同60億円増益の240億円、連結当期純利益は同31億円増益の135億円となる見込みです。

　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。
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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

　　税金費用の計算

　　税金費用については、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）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

務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以

下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第

50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

　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、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343

　　　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、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、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85百万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 5,081 14,395

受取手形及び売掛金 54,041 42,218

有価証券 － 615

商品及び製品 13,447 10,076

原材料及び貯蔵品 8,887 8,429

その他 3,146 2,783

貸倒引当金 △58 △47

流動資産合計 84,544 78,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,861 16,078

機械装置及び運搬具（純額） 21,486 21,834

土地 27,185 27,198

その他（純額） 948 711

有形固定資産合計 65,480 65,821

無形固定資産 1,271 1,178

投資その他の資産   

投資有価証券 14,507 15,869

その他 6,496 5,346

貸倒引当金 △100 △110

投資その他の資産合計 20,902 21,105

固定資産合計 87,653 88,104

資産合計 172,197 166,572



（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 41,858 39,752

1年内返済予定の長期借入金 755 866

未払法人税等 2,459 2,536

賞与引当金 1,021 627

役員賞与引当金 111 181

その他 7,332 7,055

流動負債合計 53,536 51,018

固定負債   

長期借入金 894 1,060

繰延税金負債 1,827 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 368 358

役員退職慰労引当金 439 413

その他 116 120

固定負債合計 7,634 7,708

負債合計 61,170 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 64,290 61,066

自己株式 △972 △972

株主資本合計 103,326 100,103

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,248 2,121

土地再評価差額金 4,741 4,749

為替換算調整勘定 21 156

評価・換算差額等合計 7,010 7,026

少数株主持分 691 717

純資産合計 111,028 107,846

負債純資産合計 172,197 166,572



（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 115,655

売上原価 103,162

売上総利益 12,492

販売費及び一般管理費 5,373

営業利益 7,119

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 138

持分法による投資利益 744

その他 120

営業外収益合計 1,033

営業外費用  

支払利息 318

その他 60

営業外費用合計 378

経常利益 7,774

特別利益  

固定資産除売却益 5

関係会社清算益 5

貸倒引当金戻入額 4

特別利益合計 14

特別損失  

固定資産除売却損 178

減損損失 66

投資有価証券評価損 1,207

その他 7

特別損失合計 1,458

税金等調整前四半期純利益 6,331

法人税等 2,429

少数株主利益 26

四半期純利益 3,875



（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 6,331

減価償却費 2,369

減損損失 66

引当金の増減額（△は減少） 360

持分法による投資損益（△は益） △744

投資有価証券評価損益（△は益） 1,207

固定資産除売却損益（△は益） 173

受取利息及び受取配当金 △170

支払利息 318

売上債権の増減額（△は増加） △11,823

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,829

仕入債務の増減額（△は減少） 2,106

その他 △156

小計 △3,792

利息及び配当金の受取額 300

利息の支払額 △307

法人税等の支払額 △2,573

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,372

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 △291

定期預金の払戻による収入 262

有価証券の売却及び償還による収入 500

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却及び償還による収入 126

貸付けによる支出 △198

貸付金の回収による収入 124

有形固定資産の取得による支出 △1,857

有形固定資産の売却による収入 18

無形固定資産の取得による支出 △158

その他 △63

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,537

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 193

長期借入金の返済による支出 △464

割賦債務の返済による支出 △37

配当金の支払額 △659

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 △1,019

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,927

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 5,228



　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。

　なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

（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

〔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）

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 111,157 4,307 191 115,655 － 115,655

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
185 1,039 － 1,224 (1,224) －

計 111,342 5,346 191 116,879 (1,224) 115,655

営業利益 5,948 1,473 13 7,434 (315) 7,119

　（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　【定性的情報・財務諸表等】４．（3）①イ．に記載の通り、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343百万円減少しております。

４　【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、第１

四半期連結会計期間より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79百万円、環境リサイクル事業において７百万円、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。

〔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）

　  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。
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〔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）

  当第２四半期連結累計期間においては、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 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 13,147 1,630 5 14,783

Ⅱ　連結売上高（百万円）    115,655

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
11.4 1.4 0.0 12.8

  　　　　（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、ベトナム、台湾、バングラデシュ、シンガポール

 　　　  　        (2）北米……米国、カナダ

 　　　  　        (3）その他…ブラジル

   　　　　     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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 
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）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  88,007 100.0

Ⅱ　売上原価  74,024 84.1

売上総利益  13,983 15.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  5,033 5.7

営業利益  8,950 10.2

Ⅳ　営業外収益    

１　受取利息 33   

２　受取配当金 114   

３　持分法による投資利益 307   

４　その他 158 612 0.6

Ⅴ　営業外費用    

１　支払利息 325   

２　その他 54 378 0.4

経常利益  9,184 10.4

Ⅵ　特別利益    

１　固定資産除売却益 10   

２　保険解約返戻金 25   

３　その他 7 42 0.1

Ⅶ　特別損失    

１　固定資産除売却損 202   

２　固定資産減損損失 167   

３　その他 4 374 0.4

税金等調整前中間純利益  8,852 10.1

法人税、住民税及び事業税 3,833   

法人税等調整額 △1,139 2,694 3.1

少数株主利益  24 0.0

中間純利益  6,134 7.0
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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 8,852

減価償却費 2,339

固定資産減損損失 167

引当金の増加額 221

持分法による投資利益 △307

固定資産除売却損益 192

受取利息及び受取配当金 △147

支払利息 325

売上債権の増加額 △3,628

たな卸資産の増加額 △1,488

仕入債務の増加額 571

その他 △160

小計 6,937

利息及び配当金の受取額 220

利息の支払額 △306

法人税等の支払額 △1,856

営業活動によるキャッシュ・
フロー

4,995

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 △260

定期預金の払戻による収入 632

有価証券等の売却償還によ
る収入

300

投資有価証券の取得による
支出

△2,895

貸付けによる支出 △306

貸付金の回収による収入 19

有形固定資産の取得による
支出

△3,043

有形固定資産の売却による
収入

34

無形固定資産の取得による
支出

△42

その他 △57

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△5,618
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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）

Ⅲ　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 △488

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支
出

△3,186

割賦債務の返済による支出 △37

配当金の支払額 △1,292

自己株式の処分による収入 3,058

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△1,445

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △2,067

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

13,703

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

11,636
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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）

 
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 84,154 3,643 209 88,007 － 88,007

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
51 785 0 836 (836) －

計 84,205 4,428 209 88,843 (836) 88,007

営業費用 76,120 3,322 189 79,631 (574) 79,057

営業利益 8,085 1,107 20 9,212 (262) 8,950

　（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（271百万円）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　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載の通り、当中間連結会計期間より、当社及

び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により償却可能限度額まで償却が終了した連結会計年度の翌連

結会計年度より、改正前の法人税法に基づく償却可能限度額と備忘価額との差額を５年間で均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。

〔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）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

〔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）

　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。
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「参考」

  四半期個別財務諸表

    （１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

 
当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表　

（平成20年３月31日）

資産の部     

　流動資産     

　現金及び預金  2,092  11,420

　受取手形及び売掛金  45,191  35,187

　有価証券  －  615

　商品及び製品  12,044  9,079

　原材料及び貯蔵品  6,729  6,305

　その他  5,763  5,448

　貸倒引当金  △50  △40

流動資産合計  71,769  68,014

　固定資産     

　有形固定資産     

　　機械及び装置  14,282  14,515

　　土地  22,207  22,228

　　その他  10,253  10,362

　　有形固定資産合計  46,742  47,106

　無形固定資産  463  360

　投資その他の資産  20,091  20,393

固定資産合計  67,296  67,859

　資産合計  139,065  135,872
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（単位：百万円）

 
当第２四半期会計期間末

 
（平成20年９月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（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  31,312  31,864

　未払法人税等  2,207  2,203

　賞与引当金  721  409

　役員賞与引当金  85  131

　その他  6,418  5,975

流動負債合計  40,743  40,581

　固定負債     

　長期借入金  37  75

　役員退職慰労引当金  315  299

　その他  4,655  4,328

固定負債合計  5,007  4,702

負債合計  45,750  45,283

純資産の部

　株主資本   

　　資本金 18,516 18,516

　　資本剰余金 21,356 21,356

　　利益剰余金 49,318 47,100

　　自己株式 △1,115 △1,115

　　株主資本合計 88,075 85,856

　評価・換算差額等   

　　その他有価証券評価差額金 500 △16

　　土地再評価差額金 4,741 4,749

　　評価・換算差額等合計 5,241 4,733

純資産合計 93,316 90,589

負債純資産合計 139,065 135,872

（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。
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    （２）四半期損益計算書

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

売上高  68,794  93,247

売上原価  58,382  83,441

売上総利益  10,412  9,806

販売費及び一般管理費  3,650  3,875

営業利益  6,762  5,931

営業外収益     

　受取利息  57  44

　受取配当金  180  410

　その他  157  139

　営業外収益合計  394  594

営業外費用     

　支払利息  274  246

　その他  30  38

　営業外費用合計  304  284

経常利益  6,851  6,241

特別利益     

　固定資産除売却益  10  5

　関係会社清算益  －  5

　その他  0  0

　特別利益合計  10  10

特別損失     

　固定資産除売却損  165  157

　固定資産減損損失  145  66

　投資有価証券評価損  －  1,207

　その他  18  3

　特別損失合計  328  1,434

税引前四半期純利益  6,533  4,818

法人税等  1,834  1,949

四半期純利益  4,700  2,869

（注）当第２四半期累計期間の損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示における

レビュー対象ではありません。
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