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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 63,753 ― 10,962 ― 10,943 ― 5,259 ―

20年3月期第3四半期 47,125 18.4 4,934 △41.3 4,914 △41.0 2,768 △43.4

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 168.57 ―

20年3月期第3四半期 88.75 ―

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 66,928 49,333 73.5 1,576.77
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3四半期  49,193百万円 20年3月期  44,675百万円

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 ― 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） 
（％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 84,900 31.5 14,000 122.2 13,900 121.5 7,000 100.3 224.37

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．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。 
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。  

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  31,200,000株 20年3月期  31,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  945株 20年3月期  905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  31,199,088株 20年3月期第3四半期  31,199,135株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、米国のサ
ブプライムローン問題に端を発した金融不安が実体経済に波及し、世界同時不況の様相が一段と鮮明にな
ってまいりました。外需の減退を背景に生産、輸出は大幅に減少し、企業の設備投資にも見直し気運が強
まる一方で、個人消費も弱含みとなるなど、景気の先行きに更なる厳しさが予想される状況となってまい
りました。 
 鉄鋼業界におきましては、年度当初は新興国をはじめとする外需を主体に好調に推移し、上半期の粗鋼
生産量は、上期としては過去最高の6,150万トンとなりましたが、下期に入り、あらゆる需要業界の減速
から、12月の粗鋼生産量は748万トンと、1999年４月の741万トン以来の低水準にまで落ち込みました。 
 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、販売価格堅持による収益
の確保を最重要課題としつつ、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に営業活動を展開してまい
りました。 
 その結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は637億５千３百万円、連結経常利益は109億
４千３百万円、連結四半期純利益は52億５千９百万円となりました。 
 なお当連結四半期決算におきまして、保有する有価証券の減損に伴う損失並びに災害復旧に係る費用
等、13億１千７百万円を特別損失に計上しております。 
 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、期の終盤において受注減による影響を受けたものの、今年度に
入って実施した価格改定と、それまで続いていた主原料である鉄スクラップ価格の高騰が、第２四半期中
ごろのピークを境に下降に転じ、以降は低位で推移したことなどが収益に寄与し、売上高は617億１千６
百万円、営業利益は107億８千５百万円となりました。 
（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、概ね順調な受注に加え、工事関連の受注も加わり、売上高
は２億８千８百万円、営業利益は３千２百万円となりました。 
（倉庫事業） 
 危険品倉庫事業では、12月に入り、環境の変化に伴う売上減があったものの、それまでの営業が堅調で
あったため、売上高は２億２千７百万円、営業利益は５千５百万円となりました。 
（医療廃棄物事業） 
 医療廃棄物処理事業では、設備維持のためのメンテナンス費用が増加したため、売上高１億１千９百万
円に対して、１千２百万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、概ね順調な受注となり、売上高14億１百万円、営業利益６千４百万円とな
りました。 
  

  

（資産の部） 
流動資産は396億８千万円で、前連結会計年度より120億８千６百万円の増加となりました。その主な要

因は販価の上昇と、月末が休日による売上債権の増加によるものです。 
 固定資産は272億４千８百万円で、前連結会計年度より16億４千１百万円減少しました。 
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175億９千４百万円で前連結会計年度より59億１千万円増加しました。これは主に設備の未払金

と未払法人税等の増加によるものです。 
（純資産の部） 
純資産は493億３千３百万円で、主に四半期純利益の計上による増加により45億３千４百万円の増加と

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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第３四半期は鉄スクラップ価格が当初の見通しを大幅に下回る水準で推移したこと、及び販売数量、販
売価格が引続き堅調に推移しましたことから、当企業集団の主力セグメントであります鉄鋼事業は良好な
業績となりました。 
しかしながら、米国金融危機に端を発する世界規模での経済情勢の混乱は、当社の足元の経営環境にも

影響を及ぼし始めており、先行きの鋼材の需要動向には、これまで以上に注意を払う必要があります。ま
た、主原料の鉄スクラップ価格は、東アジアの需要が増していることから、こちらも注視が必要でありま
す。 
このような状況のもと、今後、当社主力厚板製品を中心にマーケット環境の激変も予想されますことか

ら、今期通期見通しは平成20年11月４日公表値を据え置きとしております。 
  
  
  
  
  
  
  

  

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 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸しを省略し、当第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出する方法によっております。 
また、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３四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資産
に10百万円計上されており、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 1,656 2,119

受取手形及び売掛金 27,794 17,675

有価証券 3,398 1,403

製品 2,717 2,655

原材料 830 886

仕掛品 1,589 1,402

貯蔵品 1,075 1,065

その他 662 414

貸倒引当金 △42 △29

流動資産合計 39,680 27,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,597 7,410

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 12,989 12,614

その他（純額） 1,999 1,793

有形固定資産合計 22,587 21,818

無形固定資産 37 58

投資その他の資産   

投資有価証券 3,601 5,865

その他 1,125 1,222

貸倒引当金 △103 △76

投資その他の資産合計 4,623 7,012

固定資産合計 27,248 28,889

資産合計 66,928 56,482

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,661 7,094

短期借入金 1,730 230

未払法人税等 3,184 1,411

賞与引当金 278 460

役員賞与引当金 7 77

その他 3,008 738

流動負債合計 15,870 10,012

固定負債   

長期借入金 535 650

退職給付引当金 895 739

役員退職慰労引当金 27 219

その他 265 62

固定負債合計 1,724 1,671

負債合計 17,594 11,683
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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) 

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 38,431 34,045

自己株式 △1 △1

株主資本合計 49,065 44,679

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 128 △4

評価・換算差額等合計 128 △4

少数株主持分 140 123

純資産合計 49,333 44,798

負債純資産合計 66,928 56,482
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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 63,753

売上原価 48,695

売上総利益 15,057

販売費及び一般管理費 4,095

営業利益 10,962

営業外収益  

受取利息 24

受取配当金 56

受取賃貸料 45

雑収入 43

営業外収益合計 169

営業外費用  

支払利息 43

固定資産処分損 108

雑損失 36

営業外費用合計 187

経常利益 10,943

特別損失  

投資有価証券評価損 1,245

災害による損失 70

会員権評価損 1

特別損失合計 1,317

税金等調整前四半期純利益 9,625

法人税等 4,348

少数株主利益 17

四半期純利益 5,259

中部鋼鈑㈱（5461）平成21年３月期　第３四半期決算短信

－7－



(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 9,625

減価償却費 1,424

投資有価証券評価損益（△は益） 1,245

会員権評価損 1

固定資産処分損益（△は益） 108

引当金の増減額（△は減少） △246

受取利息及び受取配当金 △80

支払利息 43

売上債権の増減額（△は増加） △10,118

たな卸資産の増減額（△は増加） △202

仕入債務の増減額（△は減少） 566

未払消費税等の増減額（△は減少） 398

その他 157

小計 2,924

利息及び配当金の受取額 85

利息の支払額 △40

法人税等の支払額 △2,583

法人税等の還付額 0

災害損失の支払額 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー 365

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 400

有形固定資産の取得による支出 △648

投資有価証券の取得による支出 △5

投資有価証券の売却による収入 100

その他 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △344

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） 1,500

長期借入金の返済による支出 △115

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △867

少数株主への配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 536

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 3,355
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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） 

 
(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３四半期連結累計期間における営業費用は鉄鋼関 

    連事業が58百万円減少し、営業利益が58百万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) 

    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) 

     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

61,716 288 227 119 1,401 63,753 ─ 63,753

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 7 ─ ─ 0 7 (7) ─

計 61,716 295 227 119 1,401 63,760 (7) 63,753

 営業利益又は営業損失(△) 10,785 32 55 △12 64 10,926 35 10,962

(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）(要約)四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

  

  

      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

「参考」

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) 百分比(%)

Ⅰ 売上高 47,125 100.0

Ⅱ 売上原価 38,408 81.5

   売上総利益 8,717 18.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,783 8.0

   営業利益 4,934 10.5

Ⅳ 営業外収益 112 0.2

Ⅴ 営業外費用 132 0.3

   経常利益 4,914 10.4

Ⅵ 特別利益 7 0.0

Ⅶ 特別損失 214 0.4

   税金等調整前四半期純利益 4,706 10.0

   法人税等 1,920 4.1

   少数株主利益 17 0.0

   四半期純利益 2,768 5.9
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