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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 63,322 ― 4,973 ― 4,964 ― 2,815 ―

20年3月期第3四半期 53,158 2.6 1,138 △42.3 1,066 △46.2 563 △46.5

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 235.13 ―

20年3月期第3四半期 47.05 ―

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 71,121 25,862 36.3 2,154.12
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3四半期  25,792百万円 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3四半期  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3四半期  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3四半期  11,973,599株 20年3月期第3四半期  11,973,642株
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当第３四半期連結累計期間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世界的な金融資本

市場の混乱が実体経済にも波及し、世界経済の減速から輸出は大幅に減少しております。また、急激な円高や株安に

より企業収益は大幅に減少しており、雇用情勢も悪化する等、景気は大幅な後退局面を迎えております。 

当鉄鋼流通加工業界におきましては、一昨年からの鉄鉱石・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、鋼材市況は昨年の年初から夏場にかけ急速に上昇したものの、鋼材を始

めとする建築資材の値上がりや景気の悪化から設備投資の中止や延期等が見られるようになり、鋼材の荷動きは低調

に推移しました。また、昨年８月には世界経済の不透明感から輸出スクラップ価格の急落をきっかけに国内スクラッ

プ価格も同様に大きく下げ、国内大手鉄鋼メーカーの製品出荷価格の引き下げや減産の発表から鋼材市況は下げ始め

ました。第３四半期につきましては、一層の鋼材需要の減退と鋼材市況の下落が同時進行しております。 

このような環境下にありまして当社グループは、関東地区における拠点の整備を終え、各地区において地域に根ざ

した積極的な営業活動を展開すると共に営業スタッフの増強や販売品目の拡充を図ってまいりましたが、鋼材需要の

低迷から販売数量については厳しいものの、販売金額につきましては昨年の鋼材価格の上昇等もあり増加となりまし

た。 

また、東京支社を中心とした鉄骨工事請負事業については、現在のところは設備投資抑制等による顕著な影響は見

られず、大手ゼネコンを中心に着実に受注実績を積み上げております。なお、昨年８月に連結子会社となった大川ス

ティール㈱は、既に当社受注の鉄骨工事の製作を手掛けており、今後、コスト削減の効果が期待されます。これらの

結果から当第３四半期連結累計期間の売上高は63,322百万円（前年同期比19.1％増）となりました。 

収益面におきましては、第１、２四半期の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、鉄骨工事につ

いても原価管理の徹底から収益率が向上しております。しかし、直近の第３四半期におきましては、高止まりしてい

る在庫単価に比べ、販売価格は急落していることから非常に厳しい状況となっております。これらの結果から、当第

３四半期連結累計期間の営業利益は4,973百万円（前年同期比336.8％増）、経常利益は4,964百万円（前年同期比

365.5％増）、四半期純利益は2,815百万円（前年同期比399.8％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

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、企業収益の大幅な減少から民間設

備投資も急速に減少しており、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、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、鋼板類、鋼管類も前年実績を割り込んでいるものの、コ

ラムにつきましては他品種に比べ減少幅が少なく健闘しております。以上の様に、販売数量につきましては総じて

低調に推移したものの、販売金額につきましては鋼材価格の上昇やボルト等の鉄鋼二次製品の販売体制の拡充によ

り増加となり、売上高は51,959百万円（前年同期比16.4％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、民間設備投資が急速に減少する中、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、若干の減少傾向は見られるものの、積極的な営業戦略も功を奏し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11,284百万円（前年同期比34.6％

増）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、鋼材の出荷量減少からグループ内の輸送量も減少する中、鉄骨製

品の輸送等を手掛けているものの、厳しい状況となっております。また、倉庫業につきましても、依頼先の企業が

限定されていることもあり、取扱量の急速な減少から売上高は前年同期を大きく下回る結果となりました。これら

から売上高は78百万円（前年同期比46.2％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。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は71,121百万円（前連結会計年度末は64,537百万円）となり、

6,584百万円増加しました。主な要因は、鋼材価格の上昇に伴う商品及び製品の増加6,245百万円、原材料及び貯蔵

品の増加1,986百万円及び鉄骨工事請負に伴う未成工事支出金の増加1,487百万円などによるものであります。 

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 
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（負債の部） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は45,259百万円（前連結会計年度末は41,106百万円）となり、

4,152百万円増加しました。主な要因は、鋼材価格の上昇に伴う買掛金の増加615百万円、短期借入金の増加899百

万円、未払法人税等の増加1,069百万円及び鉄骨工事請負に伴う未成工事受入金の増加522百万円と大川スティール

㈱が連結決算対象会社となり負ののれんが729百万円増加した事などによるものであります。 

（純資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は25,862百万円（前連結会計年度末は23,430百万円）となり、

2,431百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金の増加2,456百万円であります。この結果、当第３四半期連結

会計期間末の自己資本比率は36.3％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4,963百万円あった事に加え、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678百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末には2,408百万円となり

ました。 

当第３四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801百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額8,850百万円、法人税

等の支払額1,160百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益4,963百万円と売上債権の減少額4,522百万

円、仕入債務の増加額217百万円及び未成工事受入金の増加額391百万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578百万円となりました。これは主に、大川スティール㈱の子会社化に伴う連結

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。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は457百万円となりました。これは、短期借入金の増加額815百万円と配当金の支払

額358百万円によるものであります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成20年11月11日の第２四半期決算短信にて公表した業績予想を修正せず据え置

いております。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。 

  

当第３四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。 

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によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却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．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 

（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。 
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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、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、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。 

これにより、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は、それ

ぞれ3,423千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。 

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は、それぞれ

28,593千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 2,463,670 1,785,504

受取手形及び売掛金 19,660,509 24,163,254

商品及び製品 11,836,983 5,591,938

原材料及び貯蔵品 6,194,632 4,208,336

未成工事支出金 9,928,852 8,440,896

繰延税金資産 235,929 223,228

その他 658,458 662,650

貸倒引当金 △160,300 △110,300

流動資産合計 50,818,735 44,965,507

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,396,889 12,266,755

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,239,657 △4,854,263

建物及び構築物（純額） 7,157,231 7,412,492

機械装置及び運搬具 5,760,417 5,681,169

減価償却累計額 △4,833,362 △4,633,642

機械装置及び運搬具（純額） 927,055 1,047,527

土地 10,164,941 9,205,441

建設仮勘定 172,675 223,142

その他 332,236 306,422

減価償却累計額及び減損損失累計額 △257,281 △201,914

その他（純額） 74,955 104,508

有形固定資産合計 18,496,858 17,993,111

無形固定資産 51,277 51,687

投資その他の資産   

投資有価証券 696,842 837,216

保険積立金 523,160 566,797

繰延税金資産 34,522 38,394

その他 945,549 440,498

貸倒引当金 △444,960 △355,624

投資その他の資産合計 1,755,114 1,527,282

固定資産合計 20,303,250 19,572,081

資産合計 71,121,985 64,537,589
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（単位：千円）

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   

買掛金 12,602,732 11,986,811

短期借入金 19,993,065 19,093,968

未払法人税等 1,785,808 716,436

賞与引当金 35,800 145,500

役員賞与引当金 38,325 59,850

未成工事受入金 6,303,986 5,781,711

その他 715,810 610,391

流動負債合計 41,475,528 38,394,668

固定負債   

繰延税金負債 1,539,525 1,181,901

退職給付引当金 957,321 978,043

役員退職慰労引当金 503,850 512,719

負ののれん 743,020 13,369

その他 40,007 25,907

固定負債合計 3,783,725 2,711,941

負債合計 45,259,254 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 17,860,571 15,404,482

自己株式 △204,163 △204,163

株主資本合計 25,722,216 23,266,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70,348 154,886

繰延ヘッジ損益 △7 △38,173

評価・換算差額等合計 70,340 116,712

少数株主持分 70,174 48,139

純資産合計 25,862,731 23,430,978

負債純資産合計 71,121,985 64,537,589
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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：千円）

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 63,322,555

売上原価 53,587,346

売上総利益 9,735,209

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 900,700

貸倒引当金繰入額 207,552

給料手当及び賞与 1,470,673

賞与引当金繰入額 26,717

役員賞与引当金繰入額 38,325

退職給付費用 58,884

役員退職慰労引当金繰入額 23,470

減価償却費 440,852

その他 1,594,613

販売費及び一般管理費合計 4,761,788

営業利益 4,973,420

営業外収益  

受取利息 8,635

受取配当金 10,881

仕入割引 33,197

受取賃貸料 15,873

負ののれん償却額 28,712

その他 57,709

営業外収益合計 155,010

営業外費用  

支払利息 152,756

為替差損 2,398

その他 9,034

営業外費用合計 164,189

経常利益 4,964,241

特別損失  

投資有価証券評価損 722

特別損失合計 722

税金等調整前四半期純利益 4,963,518

法人税、住民税及び事業税 2,222,603

法人税等調整額 △96,571

法人税等合計 2,126,031

少数株主利益 22,189

四半期純利益 2,815,297
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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 4,963,518

減価償却費 661,893

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76,646

賞与引当金の増減額（△は減少） △109,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,525

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,721

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,869

受取利息及び受取配当金 △19,516

支払利息 152,756

為替差損益（△は益） 2,371

投資有価証券評価損益（△は益） 722

有形固定資産売却損益（△は益） △6,576

有形固定資産除却損 545

保険解約損益（△は益） 12,841

売上債権の増減額（△は増加） 4,522,401

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,850,769

その他の流動資産の増減額（△は増加） 61,906

仕入債務の増減額（△は減少） 217,701

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,024

未成工事受入金の増減額（△は減少） 391,403

その他の流動負債の増減額（△は減少） 59,596

その他 △14,701

小計 2,091,950

利息及び配当金の受取額 19,766

利息の支払額 △149,266

法人税等の支払額 △1,160,692

営業活動によるキャッシュ・フロー 801,757

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 △104,980

定期預金の払戻による収入 104,980

有形固定資産の取得による支出 △201,541

有形固定資産の売却による収入 174,421

投資有価証券の取得による支出 △945

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 3,180

保険積立金の積立による支出 △12,774

保険積立金の払戻による収入 43,569

その他 △2,679

投資活動によるキャッシュ・フロー △578,224
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（単位：千円）

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) 

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） 815,678

配当金の支払額 △358,673

財務活動によるキャッシュ・フロー 457,005

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 678,166

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 2,408,690
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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。 

  

（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．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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は、

鋼材の販売・加工事業において3,423千円減少しております。 

４．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３四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   27,823千円 

鉄骨工事請負事業       349千円 

その他事業           420千円  

  

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） 

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。 

  

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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）  

  
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  51,959,097  11,284,708    78,749    63,322,555  －  63,322,555

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 847,602    1,326    1,200,282    2,049,211 (2,049,211)  －

 計    52,806,699  11,286,035    1,279,031    65,371,766 (2,049,211)  63,322,555

 営業利益又は営業損失    4,807,590    393,457    △5,591    5,195,456 (222,035)    4,973,420

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       53,158,479  100.0 

Ⅱ 売上原価       47,522,536     89.4

売上総利益       5,635,942     10.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費            

１．運賃荷造費        967,243      

２．給与手当等    1,377,340        

３．賞与引当金繰入額       27,877        

４．退職給付費用        51,542        

５．減価償却費        472,739        

６．その他        1,600,480  4,497,223     8.5 

営業利益       1,138,719     2.1 

Ⅳ 営業外収益             

１．受取利息       45,792        

２．受取配当金        10,804        

３．受取賃貸料        15,582        

４．その他        44,035  116,214     0.2 

Ⅴ 営業外費用             

１．支払利息        127,193        

２．固定資産移設費用        31,773        

３．その他        29,555  188,523     0.3 

経常利益       1,066,411     2.0 

Ⅵ 特別利益             

１．貸倒引当金戻入額        21,750        

２．投資有価証券売却益       4,943  26,693     0.1 

Ⅶ 特別損失             

１．投資有価証券売却損       2,151  2,151     0.0 

税引前四半期純利益     1,090,953     2.1 

法人税、住民税及び事業税  476,147        

法人税等調整額   47,833  523,980  1.0 

少数株主損益        △3,669     0.0 

四半期純利益       563,302     1.1 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益   1,090,953

減価償却費  622,892

貸倒引当金の増減額   △31,273

賞与引当金の増減額  △109,800

役員賞与引当金の増減額  △22,475

退職給付引当金の増減額  △10,271

役員退職慰労引当金の増減額  10,780

受取利息及び受取配当金  △56,596

支払利息  127,193

為替差損益  355

投資有価証券売却損益  △2,792

有形固定資産売却損益  △6,814

有形固定資産除却損  5,713

保険積立金解約損益  2,773

売上債権の増減額  871,178

たな卸資産の増減額  △6,363,410

その他流動資産の増減額  △483,748

仕入債務の増減額  △1,960,399

未払消費税等の増減額  △103,810

前受金の増減額  5,010,431

その他流動負債の増減額  51,703

その他  △16,541

小計  △1,373,957

利息及び配当金の受取額  47,847

利息の支払額  △138,016

法人税等の支払額  △1,063,190

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,527,317
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前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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  △106,980

定期預金の払戻による収入  128,980

有形固定資産の取得による支出  △1,895,237

有形固定資産の売却による収入  14,332

投資有価証券の取得による支出  △952

投資有価証券の売却による収入  20,147

長期貸付けによる支出  △4,500

長期貸付金の返済による収入  3,836

保険積立金の積立による支出  △13,442

保険積立金の払戻による収入  56,361

ゴルフ会員権解約による収入  80

その他  △12,810

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,810,187

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  4,700,342

自己株式取得による支出  △55

配当金の支払額  △358,498

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,341,789

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △355

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  3,929

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四半期末残高  1,719,140
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（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 

  

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） 

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。  

  

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） 

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。  

  

  

（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）  

  
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  44,626,185  8,385,929  146,364  53,158,479  －  53,158,479

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 355,723  2,427  1,328,218  1,686,369 (1,686,369)  －

 計  44,981,908  8,388,357  1,474,583  54,844,849  (1,686,369)  53,158,479

 営業利益又は営業損失  1,086,004  105,660  109,646  1,301,311 (162,591)  1,138,719

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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