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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 170,865 ― 4,903 ― 4,612 ― 1,996 ―

20年3月期第2四半期 139,159 3.8 5,360 △9.2 5,158 △12.9 2,596 △32.7

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 9.06 ―

20年3月期第2四半期 11.78 ―

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 245,609 82,231 32.9 366.51
20年3月期 231,887 83,217 35.3 371.40

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  80,728百万円 20年3月期  81,821百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 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 317,000 6.9 15,500 20.3 14,900 26.4 7,800 22.5 33.99

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．上記の予想は本資料の発行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す。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結果となる 
  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、及び業績予想の具体的修正内容は、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）を適用しています。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います。 
３．平成20年10月15日を払込期日とする第三者割当による新株の発行により、発行済株式総数は、20,000,000株増加し、240,775,103株となっています。なお、「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）の一株当たり当期純利益は、当該新株発行の影響を考慮しています。  

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 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  220,775,103株 20年3月期  220,775,103株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  509,299株 20年3月期  469,078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  220,290,150株 20年3月期第2四半期  220,354,713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２四半期におけるわが国経済は、原材料価格の高止まりやサブプライムローンに端を発する金融危機等

の影響を受け、企業業績が悪化し、景気は後退局面に転じました。 

  このような状況下、当社グループは引き続き独自の技術開発力の強化と、これを基礎とした新製品・高付加価

値製品の販売に注力してまいりました。また、当社グループは、高騰した原材料価格に見合う販売価格の改善等

に取り組むとともに、中期連結経営計画（MS-2007）達成に向けて、着実に事業展開を図ってまいりました。さ

らに、９月には新日本製鐵株式會社との提携を一層強化し、さらなる競争力強化と企業価値向上を図っていくこ

ととしました。 

 その結果、当社グループの第２四半期の業績は、連結売上高は1,708億６千５百万円を計上いたしました。ま

た、利益面におきましては、厳しい経済環境の中、営業利益は49億３百万円、経常利益は46億１千２百万円、四

半期純利益は19億９千６百万円を確保することができました。  

  

  【事業別セグメント】 

  

   （鉄鋼事業） 

当期の鉄鋼業界は、粗鋼生産量が前年同期を上回りました。しかし、８月には、これまで好調を牽引してきた

製造業向け需要も前年同期割れし、国内鋼材受注量に変調が見られました。 

このような状況下、当社グループにおきましては、自動車・建設機械部品・造船用鋼材の販売が好調に推移す

るとともに、価格の改善に取り組んでまいりました。その結果、売上高は677億５千２百万円を計上することが

できました。また、高騰していた鉄スクラップ価格が期後半に急落する等により、営業利益は24億４千万円とな

りました。 

    （自動車・産業機械部品事業） 

当期の自動車業界は、欧州及び中近東向けを中心とした輸出が引き続き好調に推移し、国内自動車生産台数は

前年同期を上回りました。また、建設機械業界につきましては、インフラ整備や資源開発等の旺盛な海外需要に

伴う輸出に支えられ、引き続き好調に推移しました。 

このような状況下、当社グループにおきましては、主力製品であるトラック・バス用ホイールや建設機械用部

品の販売が好調に推移いたしました。その結果、売上高は914億２千５百万円、営業利益は50億８千９百万円を

計上することできました。 

   （橋梁・土木・建築事業） 

橋梁業界は、依然として厳しい市場環境が継続しており、売上高は50億３千万円、６億３千７百万円の営業損

失を余儀なくされました。 

      （発電事業） 

明海発電㈱は、事業計画に沿った安定操業を確保しております。売上高は38億１千４百万円でしたが、燃料価

格の高騰の影響を受け、３億９千３百万円の営業損失となりました。 

      （その他） 

屋内外サインシステム事業、合成マイカの製造販売、不動産の賃貸、スポーツ施設の運営等を行っており、売

上高は28億４千２百万円、営業利益は４億４千４百万円となりました。なお、本年７月１日より屋内外サインシ

ステム、合成マイカ及びクローラーロボット事業部門を当社サイエンス事業部として統合し、当社グループの次

世代の大きな収益の柱となる科学分野に挑戦してまいります。 

  

    【所在地別セグメント】 

  

       （日本） 

鉄鋼事業及び自動車・産業機械部品事業で需要が拡大し、売上高は1,534億４千３百万円、営業利益は58億７

千９百万円となりました。 

       （米国） 

自動車・産業機械部品を製造販売しており、売上高は105億４千３百万円、営業利益は２億２千４百万円とな

りました。 

       （その他の地域） 

自動車・産業機械部品を製造販売しており、売上高は68億７千８百万円、営業利益は６億６千８百万円となり

ました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、主に原材料価格高騰等によるたな卸資産や売上債権の増加により前期末比137億

２千２百万円増の2,456億９百万円となりました。負債については、原材料価格の高騰等による仕入債務の増加

や、有利子負債が増加したこと等により、前期末比147億７百万円増の1,633億７千７百万円となりました。純資

産については、株価の下落によるその他有価証券評価差額金の減少等により、前期末比９億８千５百万円減の

822億３千１百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動と投資活動を合

わせたフリーキャッシュフローによる資金の減少に対し、財務活動の有利子負債増加により対応した結果、当第

２四半期連結累計期間末には143億７千１百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益41億５千１百万円及び

減価償却費56億２千８百万円の増加に対し、売上債権、仕入債務及びたな卸資産を合わせた純営業活動71億１千

１百万円の減少等により、13億８千３百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出60億８千６百万円

の減少等により、62億８千９百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、有利子負債の増加70億１千３百万円及び配当金の

支払い８億８千１百万円により、61億２千万円の増加となりました。 

  

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、金融危機の一層の深刻化等の影響を受けて世界経済が減速するな

かで、景気はさらに厳しい状況となるものと思われます。 

このような経営環境を踏まえ、当社グループは、中期連結経営計画（MS-2007）を強く推し進め、「新たな成

長分野への一貫生産能力の増強」や「新製品・新生産方式の開発」等を実現し、グループ収益力の向上に邁進す

るとともに、コーポレートメッセージ「One-piece Cycle」で表すように、当社グループが社会と一体となって

循環し、より豊かな暮らしを実現してまいります。 

通期の連結業績見通しにつきましては、平成20年５月15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見直しを行い、売上高3,170億円、営業利益155億円、経常利益149億

円、当期純利益78億円を見込んでおります。 

詳細につきましては、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。 

   

トピー工業㈱ (7231) 平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 3 -



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．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づ

く年間償却予定額を期間按分して算定しています。   

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 

法人税等の算出方法は、法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定しています。 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関し、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場合に、前連結会計年

度決算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を適用しています。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理の適用 

税金費用については、「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 

平成19年３月14日）第19項の規定により、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」（会計

制度委員会報告第11号 平成19年４月19日）第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算していま

す。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。  

（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 

①当第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 平成19年３月

14日）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 平成19年３月

14日）を適用しています。また、改正後の「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

ています。 

②当第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）により算定しています。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は398百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益は、それぞれ399百万円減少しています。 

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います。 

③当第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）を適用しています。 

これによる損益に与える影響及びセグメントに与える影響はありません。 

２．追加情報 

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数について、当第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ました。 

これにより、耐用年数は従来の４～14年に変更はありませんが、当第２四半期連結累計期間の営業利益は

335百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ336百万円減少しています。 

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います。 
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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 15,446 14,493

受取手形及び売掛金 67,211 56,129

有価証券 176 －

商品及び製品 20,452 19,423

仕掛品 4,855 4,529

原材料及び貯蔵品 13,280 10,445

繰延税金資産 2,773 2,663

その他 5,815 5,864

貸倒引当金 △107 △107

流動資産合計 129,903 113,441

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 71,473 71,276

減価償却累計額 △43,806 △43,196

建物及び構築物（純額） 27,667 28,079

機械装置及び運搬具 157,839 156,560

減価償却累計額 △123,372 △122,469

機械装置及び運搬具（純額） 34,467 34,091

土地 18,531 18,624

建設仮勘定 1,044 1,573

その他 35,899 37,939

減価償却累計額 △32,631 △34,307

その他（純額） 3,267 3,631

有形固定資産合計 84,978 86,000

無形固定資産   

その他 508 512

無形固定資産合計 508 512

投資その他の資産   

投資有価証券 25,276 26,888

繰延税金資産 1,482 1,484

その他 3,613 3,696

貸倒引当金 △153 △138

投資その他の資産合計 30,218 31,930

固定資産合計 115,705 118,444

繰延資産 0 1

資産合計 245,609 231,887
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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 57,332 48,824

短期借入金 46,047 35,467

未払法人税等 2,212 1,379

製品保証引当金 52 59

工事損失引当金 324 54

その他 17,474 15,935

流動負債合計 123,444 101,720

固定負債   

社債 9,445 13,250

長期借入金 15,479 17,950

繰延税金負債 3,164 3,822

退職給付引当金 4,394 4,066

役員退職慰労引当金 870 1,092

定期修繕引当金 592 504

負ののれん 690 805

その他 5,297 5,457

固定負債合計 39,933 46,950

負債合計 163,377 148,670

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,093 18,093

資本剰余金 15,938 15,938

利益剰余金 45,493 44,386

自己株式 △148 △135

株主資本合計 79,376 78,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,463 5,470

繰延ヘッジ損益 △168 79

為替換算調整勘定 △2,942 △2,011

評価・換算差額等合計 1,352 3,538

少数株主持分 1,502 1,396

純資産合計 82,231 83,217

負債純資産合計 245,609 231,887
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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 170,865

売上原価 150,679

売上総利益 20,185

販売費及び一般管理費 15,282

営業利益 4,903

営業外収益  

受取利息 48

受取配当金 330

負ののれん償却額 115

その他 342

営業外収益合計 836

営業外費用  

支払利息 597

持分法による投資損失 117

その他 412

営業外費用合計 1,127

経常利益 4,612

特別利益  

固定資産売却益 29

投資有価証券売却益 11

その他 7

特別利益合計 47

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 287

物流拠点閉鎖損 92

その他 127

特別損失合計 508

税金等調整前四半期純利益 4,151

法人税等 1,935

少数株主利益 219

四半期純利益 1,996
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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 4,151

減価償却費 5,628

負ののれん償却額 △115

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 327

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △222

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7

定期修繕引当金の増減額（△は減少） 87

受取利息及び受取配当金 △379

支払利息 597

為替差損益（△は益） △1

持分法による投資損益（△は益） 117

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △11

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 98

有形固定資産除売却損益（△は益） 259

ゴルフ会員権評価損 6

物流拠点閉鎖損 92

売上債権の増減額（△は増加） △11,355

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,584

仕入債務の増減額（△は減少） 8,828

その他の資産・負債の増減額 △878

小計 2,658

利息及び配当金の受取額 399

利息の支払額 △593

物流拠点閉鎖に伴う支出 △23

米国事業再編に伴う支出 △41

法人税等の支払額 △1,015

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,383

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 △9

有価証券の取得による支出 △99

有形固定資産の取得による支出 △6,086

有形固定資産の売却による収入 216

投資有価証券の取得による支出 △354

投資有価証券の売却による収入 24

貸付けによる支出 △11

貸付金の回収による収入 28

無形固定資産の取得による支出 △3

その他 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,289
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（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) 

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） 10,732

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △3,113

社債の発行による収入 300

社債の償還による支出 △1,405

自己株式の処分による収入 3

自己株式の取得による支出 △16

配当金の支払額 △881

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,120

現金及び現金同等物に係る換算差額 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,234

現金及び現金同等物の期首残高 13,130

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 7

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,371
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（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〕 

 （注）１．事業区分の方法 

製品の種類及び販売方法の類似性に基づいて、鉄鋼事業、自動車・産業機械部品事業、橋梁・土木・建築事

業、発電事業及びその他にセグメンテーションしています。 

２．各事業区分の主要製品 

３．「４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 １．会計処理

基準に関する事項の変更」に記載のとおり、当第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）を適用しています。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、第２四半期連結累計期間の営業利益が「鉄鋼事業」で117百万円、「自動車・産業機械部

品事業」で279百万円、「橋梁・土木・建築事業」で１百万円及び「その他」で０百万円減少しています。 

４．「４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 ２．追加情

報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数の見直しを行いました。これに

より、従来の方法によった場合に比べて、第２四半期連結累計期間の営業利益が「鉄鋼事業」で17百万円、

「自動車・産業機械部品事業」で276百万円、「橋梁・土木・建築事業」で19百万円、「発電事業」で１百

万円及び「その他」で19百万円減少しています。  

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）  

  
鉄鋼事業 
（百万円） 

自動車・ 
産業機械 
部品事業 
（百万円） 

橋梁・
土木・建築

事業 
（百万円） 

発電事業
（百万円） 

その他
（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 
 67,752  91,425  5,030  3,814  2,842  170,865  －  170,865

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 13,944  －  －  －  －  13,944  (13,944)  －

計  81,697  91,425  5,030  3,814  2,842  184,810  (13,944)  170,865

営業利益又は営業損失(△)  2,440  5,089  △637  △393  444  6,944  (2,041)  4,903

事業区分 主要製品

鉄鋼事業 普通形鋼、異形形鋼、Ｈ形鋼、異形棒鋼 

自動車・産業機械部品事業 
自動車用・産業車両用・建設機械用各種ホイール、プレス製品、建設機械

用部品、工業用ファスナー 

橋梁・土木・建築事業 道路橋、鉄道橋、鋼構造物、土木建築工事、景観材 

発電事業 電力 

その他 
屋内外サインシステム、合成マイカ、不動産の賃貸、スポーツ施設の運

営、クローラーロボット他 
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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．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域・・・タイ、中国 

３．「４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 １．会計処理

基準に関する事項の変更」に記載のとおり、当第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）を適用しています。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、第２四半期連結累計期間の営業利益が「日本」で398百万円減少しています。 

４．「４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 ２．追加情

報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数の見直しを行いました。これに

より、従来の方法によった場合に比べて、第２四半期連結累計期間の営業利益が「日本」で335百万円減少

しています。 

  

  
日本 

（百万円） 
米国

（百万円） 

その他の
地域 

（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  153,443  10,543  6,878  170,865  －  170,865

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 9,193  5  260  9,459  (9,459)  －

計  162,637  10,548  7,139  180,325  (9,459)  170,865

営業利益  5,879  224  668  6,772  (1,868)  4,903

〔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．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。 

２．その他の区分に属する主な国 

韓国、中国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国における売上高を記載しています。 

  

  米国 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  11,049  18,604  29,653

Ⅱ 連結売上高（百万円）              170,865

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 6.5  10.9  17.4

（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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６．その他の情報  

（重要な後発事象） 

  

（第三者割当増資の払込み） 

当社は、平成20年９月30日開催の取締役会において、新日本製鐵株式會社と相互提携に合意すること及び第

三者割当により株式を発行することを決議し、平成20年10月15日に払込手続が完了しました。 

また、新日本製鐵株式會社が、その後当社株式を購入したことにより、新日本製鐵株式會社の当社に対する

所有割合が20％を超えたため、当社は新日本製鐵株式會社の関連会社となりました。 

なお、第三者割当増資の概要は以下のとおりです。 

  

第三者割当増資の概要 

① 発行新株式数     普通株式 20,000千株 

② 発行価額       １株につき金289円 

③ 発行価額の総額    5,780百万円 

④ 資本組入額      2,890百万円 

⑤ 募集又は割当方法   第三者割当の方法による新株式発行 

⑥ 申込期日       平成20年10月15日 

⑦ 払込期日       平成20年10月15日 

⑧ 新株券交付日     割当先から株券不所持の申し出を受けているため、新株券は交付しません。 

⑨ 割当先及び株式数   新日本製鐵株式會社 20,000千株 
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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        139,159  100.0

Ⅱ 売上原価        119,479  85.9

売上総利益        19,680  14.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        14,320  10.2

営業利益        5,360  3.9

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  59            

２．受取配当金  329            

３．持分法による投資利益  117            

４．負ののれん償却額   114            

５．その他  102  723  0.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  574            

２．為替差損  22            

３．その他  328  925  0.7

経常利益        5,158  3.7

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  3            

２．その他  1  4  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  0            

２．固定資産除却損  263            

３．投資有価証券評価損  57            

４．子会社整理損  96            

５．貸倒引当金繰入額  0            

６．その他  23  441  0.3

税金等調整前中間純利益        4,721  3.4

法人税、住民税及び事業
税  2,033            

法人税等調整額  119  2,152  1.5

少数株主損失        27  0.0

中間純利益        2,596  1.9
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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   

１．税金等調整前中間純利益  4,721

２. 減価償却費  5,052

３．負ののれん償却額 △114

４．貸倒引当金の増減額  △60

５．退職給付引当金の増減額   488

６．役員退職慰労引当金の増減額      △160

７．定期修繕引当金の増減額  △328

８．受取利息及び配当金  △388

９．支払利息   574

10．為替差損   14

11．持分法による投資損益 △117

12．有価証券及び投資有価証券の評価損   57

13．有形固定資産の売却損益及び除却損   260

14．子会社整理損   96

15．売上債権の増減額  △1,565

16．たな卸資産の増減額  △2,679

17．仕入債務の増減額  △5,296

18．その他資産負債の増減額  △574

小計 △19

19．利息及び配当金の受取額   412

20．利息の支払額  △551

21．損害保険金の受取額   654

22．独占禁止法関連負担金支払額  △210

23．子会社整理損に伴う支出  △30

24．米国事業再編に伴う支出  △210

25．法人税等の支払額  △3,180

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,134
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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   

１．定期預金の預け入れよる支出 △155

２．有価証券の取得による支出  △199

３．有形固定資産の取得による支出  △4,107

４．有形固定資産の売却による収入   73

５．投資有価証券の取得による支出  △8

６．投資有価証券の売却による収入   1,000

７．貸付けによる支出  △26

８．貸付金の回収による収入   41

９．無形固定資産の取得による支出  △4

10．匿名組合解散に伴う配当金受取額   534

11．その他投資の回収による収入   168

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,683

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．短期借入金増減額  △1,876

２．長期借入れによる収入  350

３．長期借入金の返済による支出  △3,274

４．社債の発行による収入  5,300

５．社債の償還による支出 △105

６．自己株式の処分による収入   5

７．自己株式の取得による支出  △32

８．配当金の支払額  △661

９．少数株主への配当金の支払額  △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △310

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  69

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △6,059

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  15,942

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  9,882
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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） 

自動車・ 
産業機械 
部品事業 
（百万円） 

橋梁・
土木・建築

事業 
（百万円） 

発電事業
（百万円） 

その他
（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 
 51,375  76,201  4,788  3,750  3,043  139,159  －  139,159

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 8,292  －  －  －  －  8,292  (8,292)  －

計  59,667  76,201  4,788  3,750  3,043  147,451  (8,292)  139,159

営業利益又は営業損失(△)  2,900  4,169  △359  454  584  7,749  (2,388)  5,360

〔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） 

  

  

  
日本 

（百万円） 
米国

（百万円） 

その他の
地域 

（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  129,997  7,976  1,185  139,159  －  139,159

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,405  11  97  4,513  (4,513)  －

計  134,402  7,988  1,282  143,673  (4,513)  139,159

営業利益  7,333  195  298  7,828  (2,468)  5,360

〔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） 

  

  米国 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,823  11,986  20,810

Ⅱ 連結売上高（百万円）              139,159

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 6.4  8.6  15.0
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