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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 42,619 ― 4,234 ― 4,220 ― 2,387 ―

20年3月期第2四半期 37,244 9.3 1,022 △26.8 991 △29.1 533 △21.1

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 199.37 ―

20年3月期第2四半期 44.58 ―

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 72,301 25,463 35.1 2,121.71
20年3月期 64,537 23,430 36.2 1,952.87

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  25,404百万円 20年3月期  23,382百万円

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 40.00 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  無  
 

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 82,200 6.0 4,340 90.1 4,300 94.5 2,506 234.9 209.29

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）  有  

新規 １社 （社名 大川スティール株式会社） 
（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。 

(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．上記に掲載した予想数値は、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。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記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」をご覧下さい。 
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）および「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。  

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  12,215,132株 20年3月期  12,215,132株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  241,533株 20年3月期  241,533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  11,973,599株 20年3月期第2四半期  11,973,648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、原油や原材料価格が高値で推移するなか企業収益は減少傾向に

あり、民間設備投資にも陰りが出てきております。また、サブプライム住宅ローン問題を背景とする米国金融不安の

影響により欧米の景気は後退局面となり、中国を始めとする新興国の景気も減速しており、企業収益の悪化や個人消

費の低迷により景気の減速感は顕著になってまいりました。

　当鉄鋼流通加工業界におきましては、鉄鉱石・石炭等の原材料価格の高騰により国内鉄鋼メーカーは製品価格への

転嫁を強力に推し進めた結果、鋼材市況は急速に上昇いたしました。その様な中、鋼材を始めとする建築資材の値上

がりや景気の先行き不安等から設備投資の中止や延期等も散見されるようになり、鋼材の荷動きは総じて芳しくあり

ませんでした。また、８月には世界経済の不透明感からスクラップの輸出価格の急落をきっかけに国内取引価格も同

様に大きく下げる結果となりました。

　このような環境下にありまして当社グループは、昨年６月に完成した東京支店・工場を新戦力として加え関東・東

北地区への積極的な営業展開を図っているものの、鋼材需要は盛り上がりに欠け、販売数量は前年同期に比べ減少と

なりましたが、販売金額につきましては鋼材価格の上昇から増加となりました。

　また、東京支社を中心とした鉄骨工事請負事業は、大手ゼネコンを中心に受注件数は堅調に推移しており物件も大

型化していることから、受注額は順調な伸びを示しており、受注増に対応するため、新潟地区の大手ファブリケー

ターである大川スティール㈱を当社グループに加え鉄骨工事請負事業の安定化とコスト削減に向けた取り組みをいた

しました。これらの結果から当第２四半期連結累計期間の売上高は42,619百万円（前年同期比14.4％増）となりまし

た。

　収益面におきましては、鋼材価格上昇の追い風を受け収益率が回復した事に加え、東京支店・工場の本格稼働によ

り製造コストや入出庫コストは徐々に低減しております。これらの結果から当第２四半期連結累計期間の営業利益は

4,234百万円（前年同期比314.1％増）、経常利益は4,220百万円（前年同期比325.5％増）、四半期純利益は2,387百

万円（前年同期比347.2％増）となりました。

①　鋼材の販売・加工事業

　鋼材の販売・加工事業は、公共関連投資が引き続き減少傾向にある事に加え、民間設備投資にも陰りが見え始め、

建築関連需要は総じて低調に推移したことから出荷量は前年を割り込む結果となりました。その様な中、当社主力

のＨ形鋼は、通常のＨ形鋼の販売数量は全般的に低調だったものの、大規模工事物件等もあり、外法一定Ｈ形鋼や

ビルトＨ形鋼は堅調に推移しました。また、その他の条鋼類や鋼板類も前年実績を割り込んだものの、コラムにつ

きましては若干ではありますが販売数量が増加いたしました。以上の様に、販売数量につきましては総じて低位に

推移したものの、販売金額につきましては鋼材価格の上昇から大幅な増加となり、売上高は36,053百万円（前年同

期比17.8％増）となりました。

②　鉄骨工事請負事業　

　鉄骨工事請負事業は、民間設備投資に陰りが見え始めているものの、当社グループが主体として請負う大型物件

につきましては現在のところ顕著な減少傾向は見られず、概ね順調に推移しております。 また、売上高につきま

しては、完成物件数は少ないものの、超大型物件の完成などがあり、前年同期とほぼ同額の6,511百万円（前年同

期比0.5％減）となりました。

③　その他事業　

　その他事業は、運送業の売上につきましては、鉄骨製品の輸送等により第１四半期は順調だったものの、第２四

半期は燃料価格高騰により受注の選別を進めた結果、減少となりました。また、倉庫業の売上につきましても前年

同期を大きく下回ったことから、売上高は54百万円（前年同期比43.8％減）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。

２．連結財政状態に関する定性的情報

①　資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は72,301百万円（前連結会計年度末は64,537百万円）となり、

7,763百万円増加しました。主な要因は、鋼材価格の上昇に伴う商品及び製品の増加4,349百万円、原材料及び貯蔵

品の増加1,502百万円及び鉄骨工事請負に伴う未成工事支出金の増加2,541百万円等によるものであります。

（負債の部）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は46,837百万円（前連結会計年度末は41,106百万円）となり、

5,731百万円増加しました。主な要因は、鋼材価格の上昇に伴う買掛金の増加1,903百万円、未払法人税等の増加

1,366百万円及び鉄骨工事請負に伴う未成工事受入金の増加1,693百万円と新たに大川スティール㈱が連結決算対象

会社となり負ののれんが755百万円増加した事などによるものであります。
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（純資産の部）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は25,463百万円（前連結会計年度末は23,430百万円）となり、

2,032百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金の増加2,027百万円であります。この結果、当第２四半期連結

会計期間末の自己資本比率は35.1％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、たな卸資産の増加額、法

人税等の支払額、連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税

金等調整前四半期純利益が4,220百万円あった事に加え、売上債権の減少額、仕入債務の増加及び未成工事受入金の

増加等により、前連結会計年度末に比べ220百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には1,950百万円となりま

した。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は1,694百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,220百万円

と売上債権の減少額2,053百万円、仕入債務の増加額1,505百万円及び未成工事受入金の増加額1,572百万円がありま

したが、たな卸資産の増加額7,525百万円、法人税等の支払額617百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は733百万円となりました。これは主に、東京支店・工場の機械装置の支払等による

有形固定資産の取得171百万円と連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出581百万円等によるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は740百万円となりました。これは短期借入金の減少額382百万円と配当金の支払額

358百万円によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績予想につきましては、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安や株価下落の影響等が、実体

経済にも大きく影響を及ぼしており、景気は停滞感を強め民間設備投資は急速な冷え込みが予想されます。また、鋼材

市況の先行きの目安となる国内スクラップの価格は輸出価格の値下がりの影響を受け急落しており、国内大手鉄鋼メー

カーは製品出荷価格の引き下げや減産の発表をするなど、鋼材市況は今後どのような展開を見せるのか、全く予断を許

さない状況となっております。その様な状況の中、平成20年10月29日付け業績予想の修正に関するお知らせで、平成20

年３月期決算短信（平成20年５月14日開示）における業績予想を修正いたしました。なお、今後の景気動向や民間設備

投資の動向、また、国内鉄鋼市況の状況によっては、業績予想の見直しが必要となる場合があります。その際には確定

次第速やかに開示いたします。

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）

　当第２四半期連結累計期間におきましては、平成20年８月25日付にて大川スティール㈱の全株式を取得したこ

とから、平成20年９月30日をみなし取得日として連結の範囲に含めております。

（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

固定資産の減価償却費の算定方法

　減価償却費の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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　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　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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）が適用されたことに伴い、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下げの方法）により算定しております。

これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響額は軽微であります。
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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。

これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響額はありません。

なお、リース取引開始日がリース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、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によっております。 

（追加情報）

①　有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び一部の連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を11年としておりましたが、第１四半期

連結会計期間より８～11年に変更しました。この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、経済的

耐用年数の見直しを行ったことによるものであります。

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

20,953千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、当該箇所に記載しております。

②　工事損失引当金の計上

当第２四半期連結累計期間末における鉄骨工事請負において、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額が合

理的に見積もることが出来る鉄骨工事請負が認識されたため、当第２四半期連結累計期間より工事損失引当金

を計上し、未成工事支出金より直接控除しております。

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

25,174千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、当該箇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：千円）

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 2,005,792 1,785,504

受取手形及び売掛金 22,014,487 24,163,254

商品及び製品 9,941,371 5,591,938

原材料及び貯蔵品 5,711,281 4,208,336

未成工事支出金 10,982,205 8,440,896

繰延税金資産 307,076 223,228

その他 718,210 662,650

貸倒引当金 △156,600 △110,300

流動資産合計 51,523,826 44,965,507

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,386,198 12,266,755

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,112,545 △4,854,263

建物及び構築物（純額） 7,273,653 7,412,492

機械装置及び運搬具 5,771,593 5,681,169

減価償却累計額 △4,762,858 △4,633,642

機械装置及び運搬具（純額） 1,008,735 1,047,527

土地 10,164,941 9,205,441

建設仮勘定 327,135 223,142

その他 330,646 306,422

減価償却累計額及び減損損失累計額 △242,257 △201,914

その他（純額） 88,388 104,508

有形固定資産合計 18,862,855 17,993,111

無形固定資産 51,946 51,687

投資その他の資産   

投資有価証券 764,226 837,216

保険積立金 548,114 566,797

繰延税金資産 26,542 38,394

その他 1,061,866 440,498

貸倒引当金 △538,224 △355,624

投資その他の資産合計 1,862,525 1,527,282

固定資産合計 20,777,328 19,572,081

資産合計 72,301,154 64,537,589
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（単位：千円）

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   

買掛金 13,890,457 11,986,811

短期借入金 18,794,981 19,093,968

未払法人税等 2,082,454 716,436

賞与引当金 179,900 145,500

役員賞与引当金 25,650 59,850

未成工事受入金 7,475,577 5,781,711

その他 560,486 610,391

流動負債合計 43,009,508 38,394,668

固定負債   

繰延税金負債 1,581,008 1,181,901

退職給付引当金 943,509 978,043

役員退職慰労引当金 496,706 512,719

負ののれん 768,390 13,369

その他 38,507 25,907

固定負債合計 3,828,123 2,711,941

負債合計 46,837,632 41,106,610

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,948,829 3,948,829

資本剰余金 4,116,979 4,116,979

利益剰余金 17,432,412 15,404,482

自己株式 △204,163 △204,163

株主資本合計 25,294,056 23,266,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 110,464 154,886

繰延ヘッジ損益 － △38,173

評価・換算差額等合計 110,464 116,712

少数株主持分 59,001 48,139

純資産合計 25,463,522 23,430,978

負債純資産合計 72,301,154 64,537,589
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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：千円）

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 42,619,958

売上原価 35,131,226

売上総利益 7,488,731

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 627,027

貸倒引当金繰入額 184,983

給料手当及び賞与 876,294

賞与引当金繰入額 135,966

役員賞与引当金繰入額 25,650

退職給付費用 39,529

役員退職慰労引当金繰入額 16,326

減価償却費 292,344

その他 1,055,651

販売費及び一般管理費合計 3,253,772

営業利益 4,234,959

営業外収益  

受取利息 7,777

受取配当金 5,792

仕入割引 22,192

受取賃貸料 10,629

その他 43,900

営業外収益合計 90,292

営業外費用  

支払利息 101,639

その他 3,426

営業外費用合計 105,066

経常利益 4,220,185

税金等調整前四半期純利益 4,220,185

法人税、住民税及び事業税 1,967,165

法人税等調整額 △144,957

法人税等合計 1,822,208

少数株主利益 10,839

四半期純利益 2,387,138
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 4,220,185

減価償却費 429,649

貸倒引当金の増減額（△は減少） 166,209

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,533

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,013

受取利息及び受取配当金 △13,569

支払利息 101,639

為替差損益（△は益） △16

有形固定資産売却損益（△は益） △2,634

有形固定資産除却損 340

保険解約損益（△は益） 9,856

売上債権の増減額（△は増加） 2,053,400

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,525,160

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,768

仕入債務の増減額（△は減少） 1,505,426

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,727

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,572,341

その他の流動負債の増減額（△は減少） △54,704

その他 8,881

小計 2,400,002

利息及び配当金の受取額 13,249

利息の支払額 △101,581

法人税等の支払額 △617,352

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,694,316

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 △54,980

定期預金の払戻による収入 54,980

有形固定資産の取得による支出 △171,077

有形固定資産の売却による収入 11,171

投資有価証券の取得による支出 △616

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得によ
る支出

△581,456

長期貸付金の回収による収入 2,135

保険積立金の積立による支出 △10,098

保険積立金の払戻による収入 18,924

その他 △2,392

投資活動によるキャッシュ・フロー △733,409
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（単位：千円）

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） △382,404

配当金の支払額 △358,231

財務活動によるキャッシュ・フロー △740,635

現金及び現金同等物に係る換算差額 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 220,288

現金及び現金同等物の期首残高 1,730,523

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,950,812
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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〕

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）

 
鋼材の販売
・加工事業
（千円）

鉄骨工事
請負事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 36,053,964 6,511,054 54,939 42,619,958 － 42,619,958

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
320,480 994 828,934 1,150,410 (1,150,410) －

計 36,374,444 6,512,049 883,874 43,770,368 (1,150,410) 42,619,958

営業利益又は営業損失 4,191,629 170,310 △928 4,361,011 (126,052) 4,234,959

　（注）１．事業区分は事業の種類を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1) 鋼材の販売・加工事業……Ｈ形鋼、鋼板、コラム等の一般鋼材の商品及び製品

(2) 鉄骨工事請負事業…………鉄骨工事

(3) その他事業…………………運送業、倉庫業他

３．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

当社及び一部の連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を11年としておりましたが、第１四半

期連結会計期間より８～11年に変更しました。この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、経

済的耐用年数の見直しを行ったことによるものであります。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の営業利益は下記のとおり減少しております。

鋼材の販売・加工事業　　 20,481千円

　鉄骨工事請負事業　　　　　  232千円

　その他事業　　　　　　　    239千円 

（工事損失引当金の計上）

当第２四半期連結累計期間末における鉄骨工事請負において、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額が

合理的に見積もることが出来る鉄骨工事請負が認識されたため、当第２四半期連結累計期間より工事損失引

当金を計上しております。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

の営業利益は下記のとおり減少しております。

鉄骨工事請負事業　　　　 25,174千円

〔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重要な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）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  37,244,342 100.0

Ⅱ　売上原価 33,226,591 89.2

売上総利益 4,017,750 10.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．運賃荷造費 656,336

２．給料手当等 799,666

３．賞与引当金繰入額 135,466

４．退職給付費用 34,321

５．減価償却費 303,784

６．その他 1,065,516 2,995,092 8.0

営業利益  1,022,658 2.8

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 25,824

２．受取配当金 6,362

３．受取賃貸料 10,465

４．その他 32,545 75,197 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 78,978

２．その他 27,028 106,007 0.3

経常利益  991,848 2.7

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 4,943

２．貸倒引当金戻入額 40,322 45,266 0.1

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券売却損 2,151 2,151 0.0

税金等調整前中間純利益  1,034,962 2.8

法人税、住民税及び事業税 523,386

法人税等調整額 △30,415 492,970 1.4

少数株主損益 △8,253 △0.0

中間純利益  533,738 1.4
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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（千円）

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 1,034,962

減価償却費 388,566

貸倒引当金の増減額 △49,846

賞与引当金の増減額 17,200

役員賞与引当金の増減額 △31,550

退職給付引当金の増減額 34,968

役員退職慰労引当金の増減額 3,034

受取利息及び受取配当金 △32,186

支払利息 78,978

為替差損益 1,705

投資有価証券売却損益 △2,792

有形固定資産売却損益 △3,405

有形固定資産除却損 247

保険積立金解約損益 133

売上債権の増減額 △2,838,510

たな卸資産の増減額 △3,740,868

その他流動資産の増減額 △282,583

仕入債務の増減額 155,748

未払消費税等の増減額 △112,177

未成工事受入金の増減額 3,153,219

前受金の増減額 10,605

その他流動負債の増減額 12,436

その他 △15,432

小計 △2,217,543

利息及び配当金の受取額 31,150

利息の支払額 △87,418

法人税等の支払額 △613,265

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,887,077
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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（千円）

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 △56,980

定期預金の払戻による収入 78,980

有形固定資産の取得による支出 △1,554,217

有形固定資産の売却による収入 9,595

投資有価証券の取得による支出 △641

投資有価証券の売却による収入 20,146

長期貸付けによる支出 △4,500

長期貸付金の回収による収入 2,512

保険積立金の積立による支出 △9,293

保険積立金の払戻による収入 41,061

ゴルフ会員権の売却による収入 80

その他 △11,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,485,166

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 4,499,528

配当金の支払額 △357,942

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,141,586

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,705

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △232,363

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,715,211

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,482,847
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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）

鋼材の販売
・加工事業
（千円）

鉄骨工事
請負事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 30,604,251 6,542,324 97,766 37,244,342 － 37,244,342

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
206,445 1,013 924,392 1,131,851 (1,131,851) －

計 30,810,696 6,543,338 1,022,158 38,376,193 (1,131,851) 37,244,342

営業損益 877,888 169,845 84,869 1,132,602 (109,944) 1,022,658

　（注）１．事業区分は事業の種類を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1）鋼材の販売・加工事業……Ｈ形鋼、鋼板、コラム等の一般鋼材の商品及び製品

(2）鉄骨工事請負事業…………鉄骨工事

(3）その他事業…………………運送業、倉庫業他

〔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。

〔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）

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

６．その他の情報

　該当事項はありません。
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