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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 162,804 ― 9,289 ― 9,625 ― 5,335 ―
20年3月期第3四半期 114,347 20.7 4,904 △54.7 4,936 △56.8 3,027 △67.6

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3四半期 31.13 ―
20年3月期第3四半期 18.26 ―

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3四半期 214,740 98,044 42.8 536.53
20年3月期 200,970 96,606 45.1 528.56

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  91,943百万円 20年3月期  90,605百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

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 193,000 19.5 13,000 127.9 13,500 132.4 8,000 126.1 46.68

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２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２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.本資料において、平成20年10月29日発表の通期業績予想を修正しております。 
2.上記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。実際の業績等は、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財務諸表の適用指針」（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3四半期  171,452,113株 20年3月期  171,452,113株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  85,134株 20年3月期  32,671株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  171,393,211株 20年3月期第3四半期  165,834,437株
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 当第３四半期連結累計会計期間における国内経済は、昨夏まで順調に拡大しておりましたが、昨秋以
降、米国の金融不安に端を発した世界的な景気後退の影響を受け、株価下落と円高が進行する中で、信
用収縮と企業収益の悪化が同時に進行、あらゆる業種で需要は冷え込み生産は激減するという未曾有の
厳しい状況に至っております。 
 電炉業界におきましても、この影響を真正面から受けるところとなり国内外における鋼材需要が急激
に減少し、昨秋以降、大幅な減産を余儀なくされました。一方で、主原料である鉄スクラップ価格は、
国内外の旺盛な需要により７月にはトン当たり７万円を超えて上昇した後急落し、11月にはトン当たり
１万円を切る水準にまで下落するなど不安定な状況が続きました。 
 このような経営環境のもと、当社は販売数量は減少したものの、昨夏までの原料高に見合う販売価格
の見直しに早期に取り組んだこと及び前年度下期に子会社化しました三星金属工業㈱の売上高が新たに
加わったことにより、連結売上高は前年同期比48,456百万円増収の162,804百万円となりました。 
 利益につきましては、数量は減少したものの昨秋以降の鉄スクラップ価格の下落を主因として、営業
利益は前年同期比4,384百万円増加の9,289百万円、経常利益は前年同期比4,689百万円増加の9,625百万
円、四半期純利益は2,308百万円増加の5,335百万円となりました。 
 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  
①資産 

当第３四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て13,769百万円増加し、
214,740百万円となりました。 
 流動資産は前連結会計年度末に比べて18,732百万円増加の90,781百万円、固定資産は4,963百万円
減少の123,959百万円となりました。流動資産の増加は主として売上債権及び棚卸資産の増加による
ものであり、固定資産の減少は投資有価証券の減少によるものであります。 

②負債 
当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて12,330百万円増加し、

116,695百万円となりました。 
 流動負債は前連結会計年度末に比べて11,159百万円増加の81,936百万円、固定負債は1,171百万円
増加の34,759百万円となりました。流動負債の増加は主として仕入債務及び短期借入金の増加による
ものであり、固定負債の増加は長期借入金の増加によるものであります。 

③純資産 
当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,438百万円増加し、

98,044百万円となりました。これは主として利益剰余金の増加があったものの、保有株式の時価下落
によるその他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。 
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の45.1％から42.8％に、１株当たり純資産額は528円

56銭から536円53銭となりました。 

連結業績予想につきましては、前回予想(平成20年10月29日発表)から修正しております。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」をご参照ください。 

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末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。 

  
  固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却費について、予算に基づく年間償却予定額を期間按分し、期中の取得、売却又は除却
する固定資産の減価償却費の額を期間按分する方法によっております。 
なお、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。 
  

  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 
原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異については、原価計算期間末までにほぼ
解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰延べております。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
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)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の適用 

「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、原価法から原価法（収益
性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益が1,066百万円、税金等調

整前四半期純利益が1,389百万円それぞれ減少しております。 
  
③ リース取引に関する会計基準の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年
３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委
員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四
半期連結会計期間から早期に適用し、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
売買処理取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 
なお、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、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として計上する方法によって
おります。 
なお、この変更に伴う当第３四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はありません。 
  

(追加情報) 
① 有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び連結子会社の機械装置の耐用年数については当第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12～15年を14年に変更しております。  
なお、当第３四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

影響は軽微であります。 
  

② 役員退職慰労引当金 
当社の連結子会社である三星金属工業㈱は平成20年４月21日開催の取締役会において、役員退職

慰労金制度の廃止を決議するとともに、平成20年６月30日開催の定時株主総会において、役員の退
任時に退職慰労金制度廃止日（当該総会終結時）までの在任期間に応じた退職慰労金を支給するこ
とを決議しております。これに伴い、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額のう
ち、当第３四半期連結会計期間末において未支給の金額については「固定負債」の「その他」とし
て計上しております。 

  

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 8,633 5,917

受取手形及び売掛金（純額） 51,772 44,715

有価証券 250 110

商品及び製品 16,868 11,735

仕掛品 260 589

原材料及び貯蔵品 11,064 7,510

繰延税金資産 537 489

その他 1,394 980

流動資産合計 90,781 72,048

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,909 18,369

機械装置及び運搬具（純額） 25,413 25,944

土地 59,583 59,642

建設仮勘定 784 364

その他（純額） 382 367

有形固定資産合計 104,073 104,689

無形固定資産 415 446

投資その他の資産   

投資有価証券 16,711 20,640

長期貸付金 281 319

繰延税金資産 73 120

その他（純額） 2,403 2,706

投資その他の資産合計 19,470 23,787

固定資産合計 123,959 128,922

資産合計 214,740 200,970
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 44,053 39,410

短期借入金 27,149 22,065

リース債務 56 －

未払法人税等 2,832 618

賞与引当金 657 1,112

その他 7,186 7,569

流動負債合計 81,936 70,777

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 17,731 16,333

リース債務 107 －

繰延税金負債 735 695

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824

退職給付引当金 1,805 1,811

役員退職慰労引当金 － 27

負ののれん 1,344 1,520

その他 710 873

固定負債合計 34,759 33,587

負債合計 116,695 104,364

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,896 34,896

資本剰余金 9,885 9,885

利益剰余金 42,066 37,245

自己株式 △29 △12

株主資本合計 86,820 82,014

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,895 570

土地再評価差額金 8,019 8,019

評価・換算差額等合計 5,123 8,590

少数株主持分 6,100 6,001

純資産合計 98,044 96,606

負債純資産合計 214,740 200,970
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日) 

売上高 162,804

売上原価 145,305

売上総利益 17,499

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 8,209

営業利益 9,289

営業外収益  

受取利息 21

受取配当金 231

固定資産賃貸料 225

持分法による投資利益 349

負ののれん償却額 262

その他 139

営業外収益合計 1,228

営業外費用  

支払利息 602

その他 289

営業外費用合計 891

経常利益 9,625

特別利益  

固定資産売却益 5

投資有価証券売却益 24

事業譲渡益 104

受取保険金 32

特別利益合計 167

特別損失  

固定資産処分損 129

たな卸資産評価損 323

投資有価証券評価損 307

その他 55

特別損失合計 816

税金等調整前四半期純利益 8,977

法人税、住民税及び事業税 3,205

法人税等調整額 122

法人税等合計 3,328

少数株主利益 312

四半期純利益 5,335
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日  
 至 平成20年12月31日) 

売上高 45,441

売上原価 34,931

売上総利益 10,509

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 2,527

営業利益 7,981

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 74

固定資産賃貸料 76

持分法による投資利益 513

負ののれん償却額 88

その他 20

営業外収益合計 781

営業外費用  

支払利息 213

その他 90

営業外費用合計 304

経常利益 8,458

特別利益  

固定資産売却益 0

受取保険金 32

特別利益合計 32

特別損失  

固定資産処分損 86

投資有価証券評価損 307

その他 12

特別損失合計 406

税金等調整前四半期純利益 8,084

法人税、住民税及び事業税 2,630

法人税等調整額 △62

法人税等合計 2,568

少数株主利益 922

四半期純利益 4,593
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31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 8,977

減価償却費 4,622

負ののれん償却額 △262

固定資産除却損 96

固定資産売却損益（△は益） 7

事業譲渡損益（△は益） △104

受取保険金 △32

たな卸資産評価損 1,389

投資有価証券評価損益（△は益） 307

投資有価証券売却損益（△は益） △24

持分法による投資損益（△は益） △349

受取利息及び受取配当金 △252

支払利息 602

売上債権の増減額（△は増加） △7,274

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,752

仕入債務の増減額（△は減少） 4,795

未払消費税等の増減額（△は減少） 462

その他 △401

小計 2,807

利息及び配当金の受取額 307

保険金の受取額 50

利息の支払額 △529

法人税等の支払額 △960

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,674

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 △100

有価証券の償還による収入 110

投資有価証券の取得による支出 △6

投資有価証券の売却による収入 145

有形固定資産の取得による支出 △4,718

有形固定資産の売却による収入 65

貸付けによる支出 △506

貸付金の回収による収入 37

事業譲渡による収入 165

子会社株式の取得による支出 △7

その他 187

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,627

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） 6,080

長期借入れによる収入 4,500

長期借入金の返済による支出 △4,098

配当金の支払額 △515

リース債務の返済による支出 △48

その他 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,925

現金及び現金同等物の期首残高 5,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,633
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
 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) 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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 （要約）前四半期連結損益計算書 

 
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

  

生産高比較 

(単位：屯) 

 
(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。 

  

売上高比較 

  

 
(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。 

  

【参考】

科 目

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日）

金 額

Ⅰ 売上高 114,347

Ⅱ 売上原価 102,358

  売上総利益 11,989

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,084

  営業利益 4,904

Ⅳ 営業外収益 928

Ⅴ 営業外費用 896

  経常利益 4,936

Ⅵ 特別利益 6

Ⅶ 特別損失 433

  税金等調整前四半期純利益 4,509

  法人税、住民税及び事業税 1,028

  法人税等調整額 317

  少数株主利益 135

  四半期純利益 3,027

6. その他の情報

品  目 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

(19/4～19/12) (20/4～20/12) (19/4～20/3)

粗  鋼 1,035,756 1,097,694 1,379,807

鋼  材 1,100,359 1,021,479 1,429,399

品  目 項目 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

(19/4～19/12) (20/4～20/12) (19/4～20/3)

数量 1,190,021 屯 1,040,789 屯 1,575,582 屯

鋼  材 (単価) ( 69,386 円) （ 97,599 円) （ 70,667 円)

金額 82,571 百万円 101,580 百万円 111,341 百万円

そ の 他 金額 6,610 百万円 16,539 百万円 11,261 百万円

合  計 金額 89,181 百万円 118,119 百万円 122,602 百万円

(うち、輸出) （ 5,495 百万円） （ 13,995 百万円） （ 10,176 百万円）
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