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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 181,327 ― 22,648 ― 53,087 ― 29,561 ―
20年3月期第3四半期 115,351 41.2 9,094 8.9 41,904 34.9 24,031 23.8

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 424.65 ―
20年3月期第3四半期 343.00 ―

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 256,208 196,929 73.6 2,727.64
20年3月期 251,510 192,666 73.4 2,642.96

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  188,511百万円 20年3月期  184,675百万円

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00
21年3月期 ― 25.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 25.00 50.00

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 206,000 23.7 21,000 54.7 55,000 △3.3 32,000 △2.8 463.02

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．平成20年10月30日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表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あり、様々な不確定要素が内在しております。 
  実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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 無

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  71,960,000株 20年3月期  71,960,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,848,478株 20年3月期  2,085,461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  69,614,065株 20年3月期第3四半期  70,060,984株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は、米国に端を発した金融危機による世界
経済の急激な減速の影響を受けつつあります。 
 日本につきましては、スクラップ価格の下落により、トン当たりの収益は改善しているものの、11月以
降は販売数量が落ち込み、また、12月には上期のピーク時に比べ50％程度の減産を行ったことによる固定
費負担増加の影響を受けております。 
 連結子会社を有する韓国及びタイ国、また持分法適用関連会社を有する米国につきましては、いずれも
１月から９月までの業績が当第３四半期連結累計期間に反映されるため、金融危機の影響はまだほとんど
及んでおりません。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は181,327百万円（前年同期比57.2％増）、営業利益
は22,648百万円（前年同期比149.0％増）、経常利益は53,087百万円（前年同期比26.7％増）、四半期純
利益は29,561百万円（前年同期比23.0％増）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。 
  
 また、サイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは平成19年６月に当社の連結子会社となりま
したが、前第３四半期連結累計期間に比べ当第３四半期連結累計期間に与える影響は下記のとおりです。
  
（売上高及び営業利益の前年同期比較） 

 
  （注）  持分法適用関連会社であったサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは、株式の追加取得によ 
          り、平成19年６月に連結子会社となりました。みなし取得日を前中間連結会計期間末としているため、 
       前第３四半期連結累計期間に含まれる同社の売上高等につきましては下期の３ヶ月分を反映しております。 

  
（持分法による投資利益の前年同期比較） 

 
  （注） 持分法適用関連会社であったサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは、株式の追加取得によ 
          り、平成19年６月に連結子会社となりました。みなし取得日を前中間連結会計期間末としているため、同 
          社の持分法による投資利益は上期の６ヶ月分を反映しております。 

  
なお、当第３四半期連結累計期間における海外子会社、関係会社の財務諸表から連結財務諸表の作成に

かかる期中平均の為替レートは次のとおりです。 
（海外各社の当第３四半期累計期間は平成20年１月～９月） 
 105.42円／米ドル、3.26円／バーツ、9.61ウォン／円 
  
また、前第３四半期連結累計期間における期中平均の為替レートは次のとおりです。 

（海外各社の前第３四半期累計期間は平成19年１月～９月） 
  119.26円／米ドル、3.70円／バーツ、7.81ウォン／円 

  

【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

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

増 減自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成19年12月31日 至 平成20年12月31日

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

従来 
連結範囲

99,323 5,743 128,417 13,295 29,093 7,551

サイアム 
・ヤマト

16,028 3,350 52,910 9,352 36,882 6,001

計 115,351 9,094 181,327 22,648 65,975 13,553

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

増 減自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成19年12月31日 至 平成20年12月31日

米国 27,169 28,700 1,531

サイアム 
・ヤマト

2,082 － △2,082

計 29,252 28,700 △551
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対し、売上債権、たな卸資産、建
設仮勘定等が増加したものの、為替変動の影響により、前連結会計年度末に比べ4,697百万円の増加にと
どまり256,208百万円となりました。 
 負債につきましては、未払法人税等などの増加により、前連結会計年度末に比べ434百万円増加の
59,278百万円となりました。 
 また、純資産につきましては、為替換算調整勘定の減少、配当による減少等があったものの四半期純利
益の増加により前連結会計年度末に比べ4,263百万円増加の196,929百万円となりました。 
  
なお、当第３四半期連結会計期間末における海外子会社、関係会社の財務諸表から連結財務諸表の作成

にかかる為替レートは次のとおりです。 
 （海外各社の当第３四半期会計期間末は平成20年９月末） 
 103.63円／米ドル、3.03円／バーツ、11.46ウォン／円 
  
 また、前連結会計年度末における為替レートは次のとおりです。 
 （海外各社の前会計年度末は平成19年12月末） 
 114.15円／米ドル、3.86円／バーツ、8.22ウォン／円 
  

（2）キャッシュ・フローの状況 
  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

主に米国の持分法適用関連会社からの現金分配により、営業活動による資金は29,863百万円増加しまし
た。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 主にサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドの第２工場建設にかかる支出により、投資活動
による資金は11,893百万円減少しました。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 配当金の支払、自己株式の取得、借入金の返済等により、財務活動による資金は6,061百万円減少しま
した。 
 以上に現金及び現金同等物に係る換算差額△9,820百万円を加味し、当第３四半期連結会計期間末の現
金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ2,087百万円増加の83,869百万円となりました。 
  

  

連結子会社を有する日本、韓国及びタイ国、また持分法適用関連会社を有する米国とも、10月ないし11
月以降、販売数量の減少に伴い減産を行っており、海外各社については10月～12月の業績が第４四半期連
結会計期間に反映されることになります。また８月以降、原材料であるスクラップ価格は下落し、販売価
格も低下してきております。 
 以上より平成21年３月期の通期業績予想について、前回予想（平成20年10月30日発表）から売上高を
206,000百万円（前回予想比4.6％減）、営業利益を21,000百万円（前回予想比8.7％減）、経常利益を
55,000百万円（前回予想比6.8％減）、当期純利益を32,000百万円（前回予想比3.0％減）に、それぞれ修
正いたします。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

２. 連結財政状態に関する定性的情報 
（1）財政状態の変動

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。 
  

（簡便な会計処理） 
①棚卸資産の評価方法 
 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部の子会社では実地棚卸を省略し、
前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行っております。 
  
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 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経営環境等、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ため、前連結会計年度決算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。 
  
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
税金費用の計算 
 一部の子会社を除き、当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する方法を採用しております。 
  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」(企業会計基準委員会 平成
19年３月14日 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 
 第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。 
 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
  
③「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」の適用 
 第１四半期連結会計期間から、「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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。これにより期首の利益剰余金から276百万円を減算したことに伴い、利益剰余
金が同額減少しております。 
 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
  
④リース取引に関する会計基準の適用 
 第１四半期連結会計期間から、「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 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 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、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理から通常の売買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当連結会計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を適用しております。 
 これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

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)

(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 
 ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
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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 84,409 83,382

受取手形及び売掛金 40,933 37,371

商品及び製品 9,268 9,906

仕掛品 596 571

原材料及び貯蔵品 19,117 14,855

その他 2,559 2,271

貸倒引当金 △109 △119

流動資産合計 156,775 148,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,764 10,498

機械装置及び運搬具（純額） 11,845 15,158

土地 15,563 17,271

建設仮勘定 10,871 6,128

その他（純額） 149 156

有形固定資産合計 48,194 49,214

無形固定資産   

のれん 3,866 4,412

その他 306 469

無形固定資産合計 4,173 4,882

投資その他の資産   

投資有価証券 7,765 11,293

出資金 37,198 36,405

その他 2,250 1,622

貸倒引当金 △149 △148

投資その他の資産合計 47,066 49,173

固定資産合計 99,433 103,269

資産合計 256,208 251,510
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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 20,168 20,171

短期借入金 5,826 11,850

未払法人税等 4,737 2,242

賞与引当金 543 543

その他 9,006 8,198

流動負債合計 40,282 43,007

固定負債   

長期借入金 4,393 3,012

繰延税金負債 11,076 9,360

退職給付引当金 1,931 2,118

役員退職慰労引当金 1,148 1,086

その他 446 258

固定負債合計 18,996 15,836

負債合計 59,278 58,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 952 1,142

利益剰余金 195,817 169,913

自己株式 △2,242 △808

株主資本合計 202,523 178,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,427 2,600

繰延ヘッジ損益 21 －

為替換算調整勘定 △15,460 3,829

評価・換算差額等合計 △14,012 6,430

少数株主持分 8,418 7,990

純資産合計 196,929 192,666

負債純資産合計 256,208 251,510
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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 181,327

売上原価 150,162

売上総利益 31,165

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 3,388

給料及び手当 833

賞与引当金繰入額 243

退職給付引当金繰入額 70

役員退職慰労引当金繰入額 194

その他 3,787

販売費及び一般管理費合計 8,517

営業利益 22,648

営業外収益  

受取利息 1,946

受取配当金 269

持分法による投資利益 28,700

デリバティブ評価益 988

その他 477

営業外収益合計 32,382

営業外費用  

支払利息 418

為替差損 1,132

デリバティブ評価損 364

その他 28

営業外費用合計 1,942

経常利益 53,087

特別利益  

固定資産売却益 7

特別利益合計 7

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 31

投資有価証券売却損 639

投資有価証券評価損 636

その他 0

特別損失合計 1,308

税金等調整前四半期純利益 51,786

法人税、住民税及び事業税 16,741

法人税等調整額 3,236

法人税等合計 19,978

少数株主利益 2,246

四半期純利益 29,561
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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 51,786

減価償却費 3,529

受取利息及び受取配当金 △2,216

支払利息 418

為替差損益（△は益） 1,046

持分法による投資損益（△は益） △28,700

投資有価証券売却損益（△は益） 639

投資有価証券評価損益（△は益） 636

デリバティブ評価損益（△は益） △623

売上債権の増減額（△は増加） △9,529

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,778

仕入債務の増減額（△は減少） 5,232

その他 1,494

小計 14,935

利息及び配当金の受取額 29,384

利息の支払額 △389

法人税等の支払額 △14,067

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,863

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 △976

定期預金の払戻による収入 1,780

有形固定資産の取得による支出 △10,230

投資有価証券の取得による支出 △571

投資有価証券の売却による収入 742

関係会社出資金の取得による支出 △2,630

その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,893

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 9,897

短期借入金の返済による支出 △13,938

長期借入れによる収入 4,727

長期借入金の返済による支出 △2,200

自己株式の取得による支出 △1,298

配当金の支払額 △3,246

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 △6,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,087

現金及び現金同等物の期首残高 81,781

現金及び現金同等物の四半期末残高 83,869
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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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」(企業会計基準委員会 平成19
年３月14日 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 事業区分は製品の区分によっております。 
  

    ２ 各事業の主な製品 

    （1）鉄鋼事業………………Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板、エレベータガイドレール、棒鋼 
    （2）軌道用品事業…………分岐器類、伸縮継目、NEWクロッシング、接着絶縁レール、 
                  脱線防止ガード、タイプレート類、ボルト類 
    （3）重工加工品事業………鋳鋼品、船舶製缶、重機械加工、造船用形鋼 
    （4）その他の事業…………浴槽、浴室用部品、洗面ボール、トイレ用水槽、高電圧用端子台、接続端子かん、
                 不動産の賃貸、管理、緑化、メスキュード等                  

  

  
【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） 

  

 
  
（注） 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

鉄鋼事業 
  

(百万円)

軌道用品
事業 

(百万円)

重工加工品
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

168,633 3,609 7,976 1,107 181,327 ― 181,327

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,694 ― 1 ― 4,695 (4,695) ―

計 173,327 3,609 7,977 1,107 186,023 (4,695) 181,327

営業利益 22,492 170 873 17 23,554 (906) 22,648

日本 
(百万円)

韓国
(百万円)

タイ国
(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

57,628 70,789 52,910 181,327 ― 181,327

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 57,628 70,789 52,910 181,327 ― 181,327

営業利益 7,597 6,221 9,735 23,554 (906) 22,648
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【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） 

  

 
  
（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は以下のとおりです。 

     アジア・・・韓国、タイ国、シンガポール、マレーシア 
  

    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。 

  

該当事項はありません。 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 120,820 8,637 129,458

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 181,327

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

66.63 4.76 71.39

(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等 

（1）（要約）四半期連結損益計算書 

「参考資料」

（単位：百万円）

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 115,351

Ⅱ 売上原価 99,136

   売上総利益 16,215

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,120

   営業利益 9,094

Ⅳ 営業外収益 33,335

   受取利息及び配当金 3,215

   持分法による投資利益 29,252

   その他 867

Ⅴ 営業外費用 525

   支払利息 397

   その他 128

   経常利益 41,904

 Ⅵ 特別利益 12

 Ⅶ 特別損失 99

   税金等調整前四半期純利益 41,817

   税金費用 15,916

   少数株主利益 1,870

   四半期純利益 24,031
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（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

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)

区分 金額

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 41,817

   減価償却費 3,371

   受取利息及び受取配当金 △3,215

   支払利息 397

   持分法による投資利益 △29,252

   売上債権の増加額 △2,220

   たな卸資産の増加額 △2,068

   仕入債務の増加額 4,527

   その他 △1,342

    小計 12,013

   利息及び配当金の受取額 31,555

   利息の支払額 △408

   法人税等の支払額 △14,578

  営業活動によるキャッシュ・フロー 28,581

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 △5,994

   定期預金の払戻による収入 7,433

   有形固定資産の取得による支出 △3,463

   有形固定資産の売却による収入 2,114

   投資有価証券の取得による支出 △809

      連結範囲の変更を伴う関係会社株式取得による支出 △8,307

   その他 △25

  投資活動によるキャッシュ・フロー △9,052

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の返済による支出 △1,351

   長期借入金の返済による支出 △1,421

   自己株式の取得による支出 △448

   配当金の支払額 △2,711

   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 △5,934

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,650

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 10,944

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 68,802

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,321

 Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 81,067
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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） 
                                              （単位：百万円） 

 
  
  

 【所在地別セグメント情報】 

 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） 
                                         （単位：百万円） 

 
    

  

 【海外売上高】 

 前第３四半期連結累計期間においては、開示しておりません。 

  
  
  

  

  

鉄鋼事業
軌道用品 
事業

重工加工
品事業

その他の
事業

計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

104,611 3,107 6,510 1,122 115,351 ― 115,351

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

3,218 ― ― ― 3,218 (3,218) ―

計 107,829 3,107 6,510 1,122 118,570 (3,218) 115,351

営業費用 98,674 2,862 6,046 1,041 108,624 (2,367) 106,257

営業利益 9,154 245 464 80 9,945 (850) 9,094

日本 韓国 タイ国 計
消去又は
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

44,980 54,342 16,028 115,351 ― 115,351

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ―

計 44,980 54,342 16,028 115,351 ― 115,351

営業費用 41,134 51,838 12,433 105,406 850 106,257

営業利益 3,845 2,504 3,594 9,945 (850) 9,094
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