
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年1月30日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 共英製鋼株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 5440 URL http://www.kyoeisteel.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 吉岡 龍太郎
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員本社経理部長 （氏名） 島 芳弘 TEL 06-6346-5221

四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

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 161,934 ― 20,271 ― 19,487 ― 10,162 ―
20年3月期第3四半期 132,945 13.7 13,859 △21.5 14,167 △21.5 8,986 △26.1

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3四半期 231.19 ―
20年3月期第3四半期 206.39 ―

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 168,266 115,583 68.3 2,612.89
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3四半期  114,849百万円 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  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 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．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。 
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、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3四半期  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3四半期  943,918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3四半期  43,954,825株 20年3月期第3四半期  43,539,254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３四半期連結累計期間における日本経済の動向は、昨年９月以降深刻化した世界的な金融危機の影響を受け、

急速に景気後退局面に入りました。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において、

公共投資の縮減に加えて民間建設投資が大きく落ち込み、建設用鋼材の需要が急減しました。一方、主原料である鉄

スクラップ価格は、７月初頭に指標であるＨ２上級屑でトン当り７万円を超えた後、同月下旬より急落し、11月には

１万円を切る水準まで下落するなど激しい値動きを示しました。このような厳しい環境の下、当社は需要に見合った

生産・販売に徹するため、通常時に比べ３割を超える大幅な減産に踏み切り、製品の価格維持に努めました。

　この結果、当期の経営成績につきましては、売上高は161,934百万円（前年同期対比28,989百万円増）、営業利益は

20,271百万円（同6,412百万円増）、経常利益は19,487百万円（同5,321百万円増）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、10,162百万円（同1,176百万円増）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

　　当事業部門につきましては、建設用鋼材の需要減から製品出荷量は前年同期対比約18万６千トン（12.0％）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約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１万２千円上昇し、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155,316百万円（前年同期対比28,603百万円増）、営業利益は18,589百万円（前年同期対比

6,411百万円増）となりました。

②環境リサイクル事業

　　当事業部門につきましては、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6,314百万円（前年同期対比413百万円増）、営業利益は2,126百万円（前年同期対比84百万

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1,693百万円増加し、168,266百万円となり

ました。負債合計は前年度末に比べ6,044百万円減少し、52,682百万円となりました。主な要因は、短期借入

金の増加10,100百万円があったものの、鉄スクラップ支払条件変更と、期末買掛残単価の下落による買掛債務

の減少によるものであります。純資産は前年度末に比べ7,738百万円増加し、115,583百万円となりました。

（２） キャッシュ・フローの状況

　　当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、8,092百万円となりました。

　　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17,948百万円、売上債権の増加額12,123

百万円、仕入債務の減少額19,082百万円、法人税等の支払額5,570百万円などにより、差し引き11,886百万円

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2,120百万円などにより、差し引き2,358百万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、短期借入金の純増による収入10,100百万円、長期借入金の返済によ

る支出713百万円、配当金の支払額1,317百万円などにより、差し引き8,182百万円の収入となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年11月４日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

 



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）

　　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棚卸資産の評価方法

　    　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。

　      ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　    　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為、前連結会計年度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によっております。

　　③税金費用の計算

　　税金費用については、当第３四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、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59

　　　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135百万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、当該箇所に記載しております。



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 7,159 14,395

受取手形及び売掛金 54,341 42,218

有価証券 500 615

商品及び製品 10,780 10,076

原材料及び貯蔵品 7,787 8,429

その他 3,537 2,783

貸倒引当金 △57 △47

流動資産合計 84,047 78,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,809 16,078

機械装置及び運搬具（純額） 21,207 21,834

土地 27,196 27,198

その他（純額） 829 711

有形固定資産合計 65,041 65,821

無形固定資産 1,273 1,178

投資その他の資産   

投資有価証券 13,422 15,869

その他 4,591 5,346

貸倒引当金 △109 △110

投資その他の資産合計 17,904 21,105

固定資産合計 84,218 88,104

資産合計 168,266 166,572



（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 20,671 39,752

短期借入金 10,100 －

1年内返済予定の長期借入金 616 866

未払法人税等 4,696 2,536

賞与引当金 813 627

役員賞与引当金 165 181

その他 8,857 7,055

流動負債合計 45,917 51,018

固定負債   

長期借入金 761 1,060

繰延税金負債 1,086 1,763

再評価に係る繰延税金負債 3,980 3,995

退職給付引当金 368 358

役員退職慰労引当金 454 413

その他 116 120

固定負債合計 6,765 7,708

負債合計 52,682 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 69,918 61,066

自己株式 △972 △972

株主資本合計 108,954 100,103

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,189 2,121

土地再評価差額金 4,750 4,749

為替換算調整勘定 △44 156

評価・換算差額等合計 5,895 7,026

少数株主持分 734 717

純資産合計 115,583 107,846

負債純資産合計 168,266 166,572



（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 161,934

売上原価 133,831

売上総利益 28,103

販売費及び一般管理費 7,833

営業利益 20,271

営業外収益  

受取利息 43

受取配当金 220

その他 154

営業外収益合計 418

営業外費用  

支払利息 417

持分法による投資損失 681

その他 103

営業外費用合計 1,201

経常利益 19,487

特別利益  

過年度損益修正益 44

固定資産除売却益 5

その他 10

特別利益合計 59

特別損失  

固定資産除売却損 266

減損損失 66

投資有価証券評価損 1,207

その他 60

特別損失合計 1,599

税金等調整前四半期純利益 17,948

法人税等 7,717

少数株主利益 69

四半期純利益 10,162



（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 17,948

減価償却費 3,600

減損損失 66

引当金の増減額（△は減少） 229

持分法による投資損益（△は益） 681

投資有価証券売却損益（△は益） 56

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） 260

受取利息及び受取配当金 △264

支払利息 417

売上債権の増減額（△は増加） △12,123

たな卸資産の増減額（△は増加） △62

仕入債務の増減額（△は減少） △19,082

その他 711

小計 △6,355

利息及び配当金の受取額 395

利息の支払額 △356

法人税等の支払額 △5,570

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,886

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 △412

定期預金の払戻による収入 370

有価証券の取得による支出 △124

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 △500

投資有価証券の売却及び償還による収入 275

貸付けによる支出 △204

貸付金の回収による収入 133

有形固定資産の取得による支出 △2,120

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 △195

その他 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,358

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） 10,100

長期借入れによる収入 193

長期借入金の返済による支出 △713

割賦債務の返済による支出 △29

配当金の支払額 △1,317

少数株主への配当金の支払額 △52

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,063

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 8,092



　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）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）

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 155,316 6,314 304 161,934 － 161,934

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
205 1,317 － 1,522 (1,522) －

計 155,521 7,631 304 163,456 (1,522) 161,934

営業利益 18,589 2,126 24 20,739 (469) 20,271

　（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59百万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、当第３四半期連結累計期間の営業利益が鉄鋼事業において122百万円、環境リサイクル事業に

おいて13百万円、その他の事業において０百万円それぞれ減少しております。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

　  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〕

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）

  当第３四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） 16,615 1,634 12 18,262

Ⅱ　連結売上高（百万円）    161,934

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
10.3 1.0 0.0 11.3

  　　　　（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、インド、インドネシア

 　　　  　        (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。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 132,945

Ⅱ　売上原価 111,539

売上総利益 21,406

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,547

営業利益 13,859

Ⅳ　営業外収益 854

１　受取利息 49

２　受取配当金 210

３　持分法による投資利益 371

４　その他 224

Ⅴ　営業外費用 546

１　支払利息 465

２　その他 81

経常利益 14,167

Ⅵ　特別利益 43

１　固定資産除売却益 12

２　保険解約返戻金 25

３　その他 7

Ⅶ　特別損失 461

１　固定資産除売却損 274

２　固定資産減損損失 167

３　その他 19

税金等調整前四半期純利益 13,749

税金費用 4,697

少数株主利益 66

四半期純利益 8,986



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税金等調整前四半期純利益 13,749

減価償却費 3,554

固定資産減損損失 167

引当金の増減額 89

持分法による投資利益 △371

固定資産除売却損益 263

受取利息及び受取配当金 △259

支払利息 465

売上債権の増加額 △4,433

たな卸資産の増加額 △3,528

仕入債務の増加額 2,199

その他 △263

小計 11,634

利息及び配当金の受取額 333

利息の支払額 △464

法人税等の支払額 △5,027

営業活動によるキャッシュ・
フロー

6,476

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 △415

定期預金の払戻による収入 740

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 △308

貸付金の回収による収入 30

有形固定資産の取得による支
出

△4,405

有形固定資産の売却による収
入

33

無形固定資産の取得による支
出

△65

その他 △66

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△7,051



前年同四半期
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31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 △1,388

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △4,524

割賦債務の返済による支出 △50

配当金の支払額 △1,951

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

△4,355

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 △4,929

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期末残
高

8,775

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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 126,713 5,901 331 132,945 － 132,945

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
60 1,192 － 1,252 (1,252) －

計 126,774 7,093 331 134,197 (1,252) 132,945

営業利益 12,178 2,042 29 14,249 (390) 13,859

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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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