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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）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 40,729 ─ 3,038 ─ 3,037 ─ 1,052 ─

20年３月期第２四半期 30,161 18.2 3,141 △43.0 3,104 △42.9 1,619 △49.5

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 74 ─ ─
20年３月期第２四半期 51 92 ─ ─

 (2) 連結財政状態

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 58,317 45,761 78.2 1,462 44

20年３月期 56,482 44,798 79.1 1,431 95

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 45,626百万円 20年３月期 44,675百万円

2. 配当の状況

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 ─ 14 00 ─ 14 00 28 00

21年３月期 ─ 14 00 ─── ─── ───

21年３月期(予想) ─── ─── ─ 14 00 28 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）

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 84,900 31.5 14,000 122.2 13,900 121.5 7,000 100.3 224 37

- 1 -



  

 

 
  (注) 詳細は、5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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

 １．平成20年７月28日に公表しました、連結業績予想は本資料において修正しております。業績予想の具
体的修正内容は、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．本資料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。 

  
  
  

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、5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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年３月期第２四半期 31,200,000株 20年３月期 31,200,000株

21年３月期第２四半期 905株 20年３月期 905株

21年３月期第２四半期 31,199,095株 20年３月期第２四半期 31,199,146株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 2 -

中部鋼鈑㈱ (5461) 平成21年3月期 第2四半期決算短信



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、資源価格の高騰が続くなか、米国のサブプライムロ
ーン問題に端を発した金融不安が実体経済に波及し、世界経済の減速、輸出の鈍化、設備投資への慎重姿
勢の強まり、加えて個人消費の低迷などから「緩やかな回復基調」から一転して、後退局面入りの様相を
呈してきました。 
 一方鉄鋼業界におきましては建設向け需要が依然として低位で推移しましたものの、造船をはじめとす
る製造業向けは外需を主体として好調に推移し、年度上半期の国内粗鋼生産量は6,150万トンと上半期と
しては過去 高となりました。 
 こうした環境のもと、当社グループは、主要な鉄鋼関連事業におきましては、原料価格の高騰に伴う販
売価格の改善を 重要課題としつつ、顧客への安定供給、品質、納期など顧客ニーズへの細やかな対応、
高付加価値製品販売比率の向上に努め、その他事業につきましてもそれぞれが積極的な営業活動を展開し
てまいりました。 
 その結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は、過去 高の407億2千9百万円となり、前
年同期に比べ105億6千7百万円の増収となりました。しかしながら収益面では、主原料である鉄スクラッ
プ価格の上昇影響のほか、子会社の貸し倒れ発生に伴う費用計上などにより、連結経常利益は30億3千7百
万円と前年同期に比べ6千7百万円の減益、また保有する有価証券の減損に伴う損失及び災害復旧に係る費
用をそれぞれ特別損失計上しましたことから、連結四半期純利益は10億5千2百万円と前年同期に比べ5億6
千7百万円の減益となりました。 
 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 
（鉄鋼関連事業） 
 当セグメントの主要製品である鋼板は、厚板製品の好調な需要を背景に順調に推移し、また今年度に入
り価格改定も進んだことから、売上高は391億8千9百万円と前年同期比104億1百万円の増収となりまし
た。一方収益面では、主原料である鉄スクラップ価格が第２四半期後半に入って軟化傾向となり、下降に
転じたものの、それまでの高騰による影響を大きく受け、営業利益は29億1千4百万円と前年同期比7千万
円の減益となりました。 
（レンタル事業） 
 厨房用グリスフィルターのレンタル事業は、概ね順調な受注により売上高は1億9千1百万円と前年同期
比9百万円の増収となりましたものの、営業利益は2千2百万円と前年同期比3百万円の減益となりました。
（倉庫事業） 
 危険品倉庫事業は、ユーザーの原料先高観による在庫積み増し傾向等もあって売上は堅調に推移し、売
上高は1億5千8百万円と前年同期比1千5百万円の増収、営業利益は4千万円と前年同期比8百万円の増益と
なりました。 
（医療廃棄物事業） 
 医療廃棄物処理事業では、売上高は8千万円と前年同期比1千7百万円の減収となり、コスト面も設備維
持のためのメンテナンス費用が増加したため、前年同期2千8百万円の営業利益から転じ、1千3百万円の営
業損失となりました。 
（エンジニアリング事業） 
 エンジニアリング事業では、大型案件の受注増などにより、売上高11億9百万円と、前年同期比1億5千8
百万円の増収、営業利益も5千万円と前年同期比8百万円の増益となりました。 
  

  

（資産の部） 
流動資産は304億４千３百万円で、前連結会計年度より28億５千万円の増加となりました。その主な要

因は原材料の高騰の影響を受けて評価額が上昇したことにより棚卸資産が増加したことによるものです。
 固定資産は278億７千３百万円で、前連結会計年度より10億１千５百万円減少しました。 
これは主に有形固定資産は取得により増加したものの投資有価証券の時価の下落による減少が上回ったこ
とによるものです。 
（負債の部） 
負債は125億５千５百万円で前連結会計年度より８億７千１百万円増加しました。これは主に未払法人

税等は減少しましたが設備の未払金が大幅に増加したことによるものです。 
（純資産の部） 
純資産は457億６千１百万円で、主に四半期純利益の計上による増加により９億６千２百万円の増加と

なりました。 
  
  

【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
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当企業集団の主力セグメントであります鉄鋼事業、とりわけ当社の主力製品である厚板市場におきまし
ては、造船を主とした紐付き需要が堅調な中、当社が主力としている店売り市場におきましても足元タイ
トな状況にあります。しかしながら、世界的な金融危機により景気の減速が顕在化し、産建機等の受注が
減少するなど、先行きの鋼材の需要動向を注視していく必要があります。他方、主原料の鉄スクラップ価
格は世界的な需要緩和により弱含み基調にあります。かかる中、当社は納期対応に努め供給責任を果たし
ていくとともに、効率的な生産体制の確立に取り組んでいく所存であります。 
 このような状況のもと、今期の業績予想としましては連結売上高849億円（前連結会計年度比31.5％
増）、連結営業利益140億円（前連結会計年度比122.2％増）、連結経常利益139億円（前連結会計年度比
121.5％増）を見込んでおります。 
 業績予想に関する事項につきましては、本日平成20年11月4日公表の「業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照ください。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

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。 
  

①棚卸資産の評価方法 

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可能額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②経過勘定項目の算定方法 
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

③法人税等、繰延税金資産、繰延税金負債の算定方法 
四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積
実効税率を乗じて計算する方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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。 

  

①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。  
 ②「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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として移動平均法による原価法か
ら主として移動平均法による原価法（収益の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  
 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ありません。  
  ③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
よっていましたが、「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、リース取
引開始日が会計基準適用初年度開始後のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有権移転外ファイ
ナンス・リース取引と判定されたものについては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって
います。  
 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います。  
 なお、リース取引開始日が会計基準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又は未経過リース料期末残高相当額を取得価
額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。  
 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リース資産が有形固定資産
に12百万円計上されており、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. 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
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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 2,415 2,119 

受取手形及び売掛金 17,226 17,675 

有価証券 1,700 1,403 

製品 2,781 2,655 

原材料 2,313 886 

仕掛品 2,374 1,402 

貯蔵品 1,096 1,065 

その他 548 414 

貸倒引当金 △13 △29 

流動資産合計 30,443 27,593 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 7,685 7,410 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 13,023 12,614 

その他（純額） 1,928 1,793 

有形固定資産合計 22,638 21,818 

無形固定資産 40 58 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,299 5,865 

その他 1,163 1,222 

貸倒引当金 △267 △76 

投資その他の資産合計 5,194 7,012 

固定資産合計 27,873 28,889 

資産合計 58,317 56,482 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 7,131 7,094 

短期借入金 230 230 

未払法人税等 922 1,411 

賞与引当金 465 460 

役員賞与引当金 5 77 

その他 2,140 738 

流動負債合計 10,894 10,012 

固定負債 

長期借入金 535 650 

退職給付引当金 854 739 

役員退職慰労引当金 25 219 

その他 246 62 

固定負債合計 1,661 1,671 

負債合計 12,555 11,683 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,907 5,907 

資本剰余金 4,728 4,728 

利益剰余金 34,661 34,045 

自己株式 △1 △1 

株主資本合計 45,295 44,679 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 330 △4 

評価・換算差額等合計 330 △4 

少数株主持分 135 123 

純資産合計 45,761 44,798 

負債純資産合計 58,317 56,482 
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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 40,729 

売上原価 34,973 

売上総利益 5,755 

販売費及び一般管理費 2,716 

営業利益 3,038 

営業外収益 

受取利息 15 

受取配当金 33 

受取賃貸料 30 

雑収入 30 

営業外収益合計 109 

営業外費用 

支払利息 27 

固定資産処分損 53 

雑損失 30 

営業外費用合計 110 

経常利益 3,037 

特別損失 

投資有価証券評価損 1,029 

災害による損失 71 

特別損失合計 1,101 

税金等調整前四半期純利益 1,936 

法人税等 871 

少数株主利益 12 

四半期純利益 1,052 
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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 1,936 

減価償却費 945 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,029 

固定資産処分損益（△は益） 53 

引当金の増減額（△は減少） 30 

受取利息及び受取配当金 △49 

支払利息 27 

売上債権の増減額（△は増加） 449 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,556 

仕入債務の増減額（△は減少） 36 

未払消費税等の増減額（△は減少） △77 

その他 40 

小計 1,863 

利息及び配当金の受取額 54 

利息の支払額 △27 

法人税等の支払額 △1,370 

法人税等の還付額 0 

営業活動によるキャッシュ・フロー 521 

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 △200 

有価証券の償還による収入 200 

有形固定資産の取得による支出 △475 

投資有価証券の取得による支出 △3 

投資有価証券の売却による収入 100 

その他 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △379 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △115 

配当金の支払額 △437 

少数株主への配当金の支払額 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △553 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △411 

現金及び現金同等物の期首残高 2,818 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,406 
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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。 

  

 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 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  

         (１)鉄鋼関連事業・・・・・・・・・鋼板、加工製品、鋳片の製造販売 

         (２)レンタル事業・・・・・・・・・業務用厨房向グリスフィルターのレンタル事業  

         (３)倉庫事業・・・・・・・・・・・危険品倉庫事業  

         (４)医療廃棄物処理事業・・・・・・医療廃棄物の処理  

         (５)エンジニアリング事業・・・・・機械設備製作、保守整備 

     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目はありません。 

     ４ 追加情報  

        当社及び連結子会社においては、機械及び装置について平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の 

    変更に伴い、当第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。 

          この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第2四半期連結累計期間における営業費用は鉄鋼関 

    連事業が38百万円減少し、営業利益が38百万円増加しております。 

     なお、これ以外のセグメントに与える影響は軽微であります。  

  

【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) 

    在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

【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) 

     海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

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

鉄鋼関連 
事業 

(百万円)

レンタル
事業 

(百万円)

倉庫事業
(百万円)

医療廃棄物
処理事業 
(百万円)

エンジニア
リング事業
(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

39,189 191 158 80 1,109 40,729 ─ 40,729

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ 4 － － 0 5 (5) －

計 39,189 196 158 80 1,109 40,734 (5) 40,729

 営業利益 2,914 22 40 △13 50 3,014 23 3,038

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

 （１）中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

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 30,161 100.0

Ⅱ 売上原価 24,541 81.4

   売上総利益 5,620 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

１ 販売運賃及び諸掛 1,270

２ 給与手当及び役員報酬 454

３ 賞与引当金繰入額 162

４ 役員賞与引当金繰入額 41

５ 退職給付引当金繰入額 45

６ 役員退職慰労引当金繰入額 20

７ その他 485 2,479 8.2

   営業利益 3,141 10.4

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 19

２ 受取配当金 16

３ 有価証券売却益 0

４ 賃貸料収入 11

５ 仕入割引 5

６ 雑収益 10 64 0.2

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 21

２ 固定資産処分損 69

３ 雑損失 9 100 0.3

   経常利益 3,104 10.3

Ⅵ 特別利益

１ 貸倒引当金戻入益 5 5 0.0

Ⅶ 特別損失

１ 過年度役員退職慰労引当金繰入額 212

２ 投資有価証券評価損 1

３ 会員権評価損 0 214 0.7

   税金等調整前中間純利益 2,895 9.6

   法人税、住民税及び事業税 1,260

   法人税等調整額 3 1,264 4.2

   少数株主利益 10 0.0

   中間純利益 1,619 5.4
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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 2,895

  減価償却費 957

  投資有価証券評価損 1

  会員権評価損 0

  固定資産処分損 69

  有価証券売却益 △0

  引当金の増加額 207

  受取利息及び受取配当金 △36

  支払利息 21

  売上債権の増減額(増加は△) 656

  たな卸資産の増減額(増加は△) 144

  仕入債務の増加額 582

  未払消費税等の増減額(減少は△) 13

  その他 △70

     小計 5,444

  利息及び配当金の受取額 42

  利息の支払額 △22

  法人税等の支払額 △1,978

  法人税等の還付額 0

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,485
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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)

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

  有形固定資産の取得による支出 △1,633

  投資有価証券の取得による支出 △1,863

  投資有価証券の売却による収入 304

  その他 16

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,181

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  長期借入金の返済による支出 △489

  親会社による配当金の支払額 △434

  少数株主への配当金の支払額 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △924

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △620

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,565

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,945
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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、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 

     (1) 鉄鋼関連事業………………鋼板、加工製品、鋳片の製造販売 

     (2) レンタル事業………………業務用厨房向グリスフィルターのレンタル事業 

     (3) 倉庫事業……………………危険品倉庫事業 

     (4) 医療廃棄物処理事業………医療廃棄物の処理 

     (5) エンジニアリング事業……機械設備製作、保守整備 

   ３ 食品事業は、その事業会社が前連結会計年度において連結子会社ではなくなったため、当中間連結会計期間 

     より記載しておりません。 

   ４ 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はありません。 

  

 【所在地別セグメント情報】 

在外子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

 【海外売上高】 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

鉄鋼関連 
事業 

(百万円)

レンタル 
事業 

(百万円)

倉庫事業
(百万円)

医療廃棄物
処理事業 
(百万円)

エンジニア
リング事業
(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

28,788 182 142 97 950 30,161 ― 30,161

(2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

─ 2 ― ― 0 2 (2) ―

計 28,788 184 142 97 950 30,164 (2) 30,161

 営業費用 25,802 158 110 69 909 27,051 (30) 27,020

 営業利益 2,985 25 31 28 41 3,112 28 3,141
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中部鋼鈑(株)（5461）平成21年３月期　第2四半期決算短信

[ご参考］

　　　　　　業　績　比　較　　　　　　

１．Ｈ２０年度上期　単独業績

（１）損益比較
（単位：百万円）

19年上期 20年上期 増減

売上高 26,497 37,299 + 10,802 販 　価　　 + 37.1％

営業利益 2,858 2,865 + 6 売上数量　+ 2.8％

営業外損益 ▲ 13 ▲ 1 + 11 売上高　 　+ 40.8％

経常利益 2,845 2,864 + 18 　　　－

特別損益 ▲ 194 ▲ 1,101 ▲ 907 　　　－
当期純利益 1,494 975 ▲ 519 　　　－

（２）経常利益増減要因 （単位：百万円）

増加要因 減少要因

① 販売数量の増加 48 ① 製造コストの上昇 10,476

② 販売単価の上昇 10,188 ② 販売運賃の増加 24

③ 製造コストの低減 351 ③ 一般管理費の増加 38

④ 営業外収益の増加 8 ④ ＰＳＳ事業の利益減少 42

⑤ 営業外費用の減少 3

計 10,598 計 10,580

増減合計 + 18

２．Ｈ２０年度上期　連結業績

（１）連結損益計算書 （２）連結キャッシュフロー（ＣＦ）

（単位：百万円） （単位：百万円）

19年上期 20年上期 増減 20年上期 （前年度比）

売上高 30,161 40,729 + 10,567 Ⅰ．営業活動によるＣＦ 521 ▲ 2,963

売上原価 24,541 34,973 + 10,432   
販売費及び一般管理費 2,479 2,716 + 237 Ⅱ．投資活動によるＣＦ ▲ 379 + 2,802

営業利益 3,141 3,038 ▲ 103   

営業外収益 64 109 + 45 Ⅲ．財務活動によるＣＦ ▲ 553 + 371
営業外費用 100 110 + 9   

経常利益 3,104 3,037 ▲ 67 Ⅳ．増減額 ▲ 411 + 209

特別利益 5 - ▲ 5   
特別損失 214 1,101 + 886 Ⅴ．現金･同等物の期首残高 2,818 + 252

税金等調整前純利益 2,895 1,936 ▲ 959   

法人税等 1,264 871 ▲ 393 Ⅵ．現金・同等物の期末残高 2,406 + 461
少数株主利益 10 12 + 1

当期純利益 1,619 1,052 ▲ 567

（３）貸借対照表
（単位：百万円）

単独 連結 （前年度比） 単独 連結 （前年度比）

55,824 58,317 + 1,834 11,962 12,555 + 871

流動資産 28,127 30,443 + 2,850 流動負債 10,449 10,894 + 881

　当座資産 19,232 21,342 + 144 　支手及び買掛金 5,983 7,131 + 36

　棚卸資産 8,435 8,566 + 2,556 　短期借入金 719 230   -

　その他 459 534 + 149 　その他 3,745 3,532 + 845

固定資産 27,697 27,873 ▲ 1,015 固定負債 1,513 1,661 ▲ 10

　有形固定資産 21,926 22,638 + 819 43,861 45,761 + 962

　無形固定資産 9 40 ▲ 18 株主資本 43,537 45,295 + 615

　その他 5,761 5,194 ▲ 1,817 　資本金 5,907 5,907   -

　資本剰余金 4,728 4,728   -

　利益剰余金等 32,901 34,660 + 615

評価換算差額等 324 330 + 335
少数株主持分 - 135 + 11

資産 55,824 58,317 + 1,834 負債・純資産 55,824 58,317 + 1,834

３．Ｈ２１年３月期　連結・単独業績予想
（単位：百万円）

単独 （前年度比） 連結 （前年度比）

売上高 78,100 + 20,607 84,900 + 20,314

経常利益 13,500 + 7,770 13,900 + 7,625
当期純利益 6,800 + 3,604 7,000 + 3,505

※上記は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

平成20年11月4日

資 産 の 部 負 債 の 部

純 資 産 の 部
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