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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 17,693 11.8 △1,138 ― △1,122 ― △1,161 ―

20年3月期 15,819 10.1 557 △58.3 585 △55.9 359 △44.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △89.79 ― △11.1 △8.9 △6.4

20年3月期 27.79 ― 3.3 4.2 3.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 11,653 9,813 84.2 758.92
20年3月期 13,693 11,103 81.1 858.60

（参考） 自己資本  21年3月期  9,813百万円 20年3月期  11,103百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,291 △790 △133 1,508
20年3月期 293 △1,068 △155 1,140

2.  配当の状況 

（注） 22年３月期の配当予想は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 6.00 6.00 77 21.6 0.7
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 

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

第2四半期 
連結累計期間

5,900 △50.8 500 12.2 500 9.2 500 91.0 38.67

通期 11,300 △36.1 600 ― 600 ― 600 ― 46.40



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、10ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、15ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 12,937,000株 20年3月期 12,937,000株

② 期末自己株式数 21年3月期 5,660株 20年3月期 4,760株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 17,436 12.3 △1,145 ― △1,125 ― △1,129 ―

20年3月期 15,525 10.3 548 △58.3 579 △55.8 355 △44.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △87.32 ―

20年3月期 27.48 ―

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 11,410 9,737 85.3 753.02
20年3月期 13,397 10,995 82.1 850.23

（参考） 自己資本 21年3月期  9,737百万円 20年3月期  10,995百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したもので、将来の業績に影響を与える不確実な要因については本資料発
表日現在における予測を前提としております。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。 
 なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 

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

第2四半期 
累計期間

5,700 △52.0 470 9.2 470 5.7 470 85.4 36.35

通期 11,000 △36.9 570 ― 570 ― 570 ― 44.08
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度のわが国経済は、米国金融市場の混乱に端を発した世界的な同時不況が国内へも波及

したことに加え、継続的な原油・原材料価格の高騰や株安・円高に伴う企業収益の減少、雇用情勢の悪

化及び個人消費の低迷を受け、かつてない景気後退局面を迎えました。道内経済については、全国的な

状況に比べて更に厳しい状況が続いております。 

 

このような経済環境のもと、当連結会計年度の業績につきましては、連結売上高は176億93百万円（前

年度実績158億19百万円）となりましたが、収益は大幅に悪化し、連結経常利益は11億22百万円の損失

（前年度実績５億85百万円の利益）、連結当期純利益は11億61百万円の損失（前年度実績３億59百万円

の利益）となりました。 

 

次に、連結業績をセグメント別に見ていきますと、棒鋼事業は国内外の営業に注力し、製品販売価格

の改善に努めてきた結果、売上高は153億11百万円（前年度実績138億82百万円)となりましたが、年前

半の原料スクラップ価格の高騰と、年後半から顕著となった道内需要の激減と輸出環境の悪化による数

量減及び市況低迷に加え、たな卸資産評価損の影響もあり、営業利益は11億93百万円の損失（前年度実

績８億14百万円の利益)となりました。 

橋梁･産業機械事業では、公共投資削減に伴う厳しい競争環境の中、受注活動を展開した結果、大型

物件が受注できたことにより売上高は23億82百万円（前年度実績19億37百万円）となり、加えて昨年度

来実施してきた固定費等の削減効果もあり、営業利益は96百万円（前年度実績２億９百万円の損失）と

なりました。 

 

②次期の見通し 

  今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機に伴う景気後退は長期化することが予想され、わが

国経済も景気回復への見通しが立て難い状況にあります。 

  このような状況のなか、棒鋼事業では、製品の主な供給先であるマンション建設が低迷していること

から、収益状況は厳しいものとなっております。当社といたしましては、適正な製品販売価格を確保す

るとともに、一層のコスト削減を図ることで、黒字を目指してまいります。 

  橋梁･産業機械事業では、今後も厳しい事業環境が続くものと思われますが、受注量の確保と原価低

減により、採算性向上に努めてまいります。 

  以上の状況を踏まえ、通期の業績につきましては、連結売上高113億円、連結営業利益、連結経常利

益及び連結当期純利益は６億円を見込んでおります。 

 

(2)財政状態に関する分析 

  当連結会計年度の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるものは12億91百万円の収

入（前年度実績２億93百万円の収入）となりました。その主なものは、税金等調整前当期純損失12億51

百万円に対して、減価償却費８億89百万円及びたな卸資産の圧縮による17億７百万円等の収入があった

ことによるものです。 

  投資活動によるものは、圧延設備更新等の固定資産の取得により７億90百万円の支出（前年度実績10

億68百万円の支出）となりました。 

  また、財務活動によるものは、配当金支払等により１億33百万円の支出（前年度実績１億55百万円の

支出）となりました。 

  これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前年度末に比べて３億68百万円増加

して15億８百万円となりました。 
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  配当につきましては、業績に応じて行うことを原則とし、装置産業としての競争力を確保する為の的

確な設備投資に備えた内部留保の充実なども勘案して決定することとしております。 

  当期の期末配当につきましては、当期純損失を計上したことから、遺憾ながら無配とさせていただく

予定です。 

  次期の配当につきましては、通期の業績、設備更新に備えた内部留保及び先行きの業績見通し等を勘

案して、年度決算時点で実施できるよう努力致す所存であり、現段階では未定とさせていただきます。 

 

 

２．企業集団の状況         

  最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

 

３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

  当社は、鉄筋棒鋼、橋梁･鉄構物、産業機械等の鉄鋼関連製品を通して、お客様の信頼と満足度を高

め、豊かな地域社会の発展に寄与しております。また、電炉メーカーとして地域の鉄鋼リサイクルシス

テムの一翼を担い、省資源、省エネルギーを進めることにより地域環境の保全に貢献してまいります。 

 

(2)会社の経営戦略及び対処すべき課題 

  世界的な不況による経済への影響が深刻化する中、ますます需要が冷え込むことが想定され、競争激

化が一層増すなど、当面、厳しい経営環境が続いていくものと思われます。 

  当社といたしましては、このような環境下においても、他社に対する競争優位を確保し、スリムで強

靱な企業体質を構築し、黒字計上できる経営基盤の確立を目指してまいります。 

  そのために以下の諸施策を実施してまいります。 

 

①棒鋼事業 

営業面では、原材料価格の動向に応じて適正な製品販売価格を確保していくことに加え、道内需要の

減少に対して流通面への営業体制を強化するとともに、輸出商談の拡大にも取り組んでいきます。また、

品質・納期等、お客様満足度の更なる追求により道内主要メーカーとしての地位を維持してまいります。 

コスト面では、変動費・物流費の削減に加え、生産規模が減少している中で、一層の固定費の削減及

びたな卸資産在庫や設備投資の圧縮を進め、採算性を高めてまいります。 

 

②橋梁･産業機械事業 

  お客様のニーズに対応した技術提案を行い受注増に結びつけるとともに、徹底した合理化、原価低減

等により生産性を向上してまいります。 

 

  当社は、内部統制によるコンプライアンスの徹底、環境・防災・安全に関するリスク管理体制の強化

などに取り組み、株主の皆様をはじめとするステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めてまい

る所存であります。 
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４.連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 60 48

　　受取手形及び売掛金 2,899 2,045

　　たな卸資産 3,220 -

　　製品 - 723

　　仕掛品 - 181

　　原材料及び貯蔵品 - 608

　　繰延税金資産 241 344

　　短期貸付金 1,080 1,460

　　その他 73 152

　　　貸倒引当金 △3 △3

　　流動資産合計 7,571 5,561

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 1,528 1,435

　　　機械装置及び運搬具（純額） 3,009 3,318

　　　土地 941 940

　　　建設仮勘定 74 21

　　　その他（純額） 125 155

　　　有形固定資産合計 5,679 5,871

　　無形固定資産 7 7

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 207 114

　　　繰延税金資産 44 76

　　　前払年金費用 157 -

　　　その他 31 25

　　　　貸倒引当金 △4 △4

　　　投資その他の資産合計 436 212

　　固定資産合計 6,122 6,091

　資産合計 13,693 11,653

- 5 -
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 1,494 691

　　未払法人税等 14 -

　　賞与引当金 331 211

　　役員賞与引当金 10 -

　　工事損失引当金 29 -

　　その他 564 787

　　流動負債合計 2,443 1,691

　固定負債

　　退職給付引当金 57 55

　　役員退職慰労引当金 88 87

　　その他 - 4

　　固定負債合計 146 147

　負債合計 2,590 1,839

純資産の部

　株主資本

　　資本金 1,560 1,560

　　資本剰余金 1,114 1,114

　　利益剰余金 8,362 7,123

　　自己株式 △1 △2

　　株主資本合計 11,035 9,796

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 68 17

　　評価・換算差額等合計 68 17

　純資産合計 11,103 9,813

負債純資産合計 13,693 11,653

- 6 -
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(2) 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 15,819 17,693

売上原価 14,576 18,260

売上総利益又は売上総損失（△） 1,242 △566

販売費及び一般管理費 684 572

営業利益又は営業損失（△） 557 △1,138

営業外収益

　受取利息 15 2

　受取配当金 3 5

　受取賃貸料 6 6

　仕入割引 - 4

　回収品等処分益 - 3

　その他 4 3

　営業外収益合計 30 25

営業外費用

　支払利息 2 8

　その他 0 0

　営業外費用合計 2 8

経常利益又は経常損失（△） 585 △1,122

特別利益

　減損損失見積差益 12 -

　特別利益合計 12 -

特別損失

　固定資産除却損 13 21

　減損損失 4 0

　投資有価証券評価損 - 8

　会員権評価損 - 3

　貸倒引当金繰入額 0 -

　損害賠償金 - 95

　特別損失合計 18 129

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失（△）

579 △1,251

法人税、住民税及び事業税 196 10

法人税等調整額 23 △100

法人税等合計 220 △90

当期純利益又は当期純損失（△） 359 △1,161

- 7 -
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(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 1,560 1,560

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 - -

　　当期末残高 1,560 1,560

　資本剰余金

　　前期末残高 1,114 1,114

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 - -

　　当期末残高 1,114 1,114

　利益剰余金

　　前期末残高 8,158 8,362

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △155 △77

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 359 △1,161

　　　当期変動額合計 204 △1,238

　　当期末残高 8,362 7,123

　自己株式

　　前期末残高 △1 △1

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 △0 △0

　　当期末残高 △1 △2

　株主資本合計

　　前期末残高 10,831 11,035

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △155 △77

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 359 △1,161

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 203 △1,238

　　当期末残高 11,035 9,796

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 60 68

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △50

　　　当期変動額合計 7 △50

　　当期末残高 68 17

純資産合計

　前期末残高 10,892 11,103

　当期変動額

　　剰余金の配当 △155 △77

　　当期純利益又は当期純損失（△） 359 △1,161

　　自己株式の取得 △0 △0

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △50

　　当期変動額合計 211 △1,289

　当期末残高 11,103 9,813

- 8 -
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失（△）

579 △1,251

　　減価償却費 748 889

　　減損損失 4 0

　　貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

　　賞与引当金の増減額（△は減少） △109 △119

　　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △10

　　工事損失引当金の増減額（△は減少） △73 △29

　　退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 △1

　　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19 △1

　　受取利息及び受取配当金 △19 △7

　　支払利息 2 8

　　減損損失見積差益 △12 -

　　固定資産除却損 13 21

　　投資有価証券評価損益（△は益） - 8

　　会員権評価損 - 3

　　損害賠償損失 - 95

　　売上債権の増減額（△は増加） 459 853

　　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,634 1,707

　　その他の資産の増減額（△は増加） 180 193

　　仕入債務の増減額（△は減少） 628 △802

　　未払消費税等の増減額（△は減少） △1 70

　　その他の負債の増減額（△は減少） △302 △111

　小計 476 1,515

　利息及び配当金の受取額 20 7

　利息の支払額 △2 △8

　損害賠償金の支払額 - △95

　法人税等の支払額 △201 △128

　営業活動によるキャッシュ・フロー 293 1,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資有価証券の取得による支出 △2 △1

　固定資産の取得による支出 △1,048 △788

　固定資産の除却による支出 △21 -

　その他の収入 4 0

　その他の支出 △0 -

　投資活動によるキャッシュ・フロー △1,068 △790

財務活動によるキャッシュ・フロー

　自己株式の取得による支出 △0 △0

　配当金の支払額 △155 △77

　その他の支出 - △55

　財務活動によるキャッシュ・フロー △155 △133

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △930 368

現金及び現金同等物の期首残高 2,070 1,140

現金及び現金同等物の期末残高 1,140 1,508

－ 9 －



豊平製鋼㈱ (5450) 平成21年３月期決算短信

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（資産の評価基準及び評価方法）

たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

製品、半製品 移動平均法

原材料 棒鋼事業は移動平均法

橋梁・産業機械事業は先入先出法

仕掛品 個別法

貯蔵品 先入先出法

（減価償却資産の減価償却の方法）

リース資産の減価償却の方法

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

更がないため開示を省略します。

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（会計方針の変更）

① 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

下による簿価切下げの方法）に変更しております。

等調整前当期純損失は、それぞれ550百万円増加しております。

② リース取引に関する会計基準の適用

適用指針第16号）を適用しております。

てリース資産に計上する方法によっております。

せん。

（表示方法の変更）

連結貸借対照表

円、201百万円、1,386百万円であります。

財務諸表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）が適用となる

ことに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会計年

度から「製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「たな卸資産」に含まれる「製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ1,632百万

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取得したものとし

この結果、従来の方法によった場合と比べて、当連結会計年度のリース資産が有形固定資産に

50百万円計上されましたが、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失への影響はありま

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は、リース期間を

なお、上記以外は最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な変

当連結会計年度より「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、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

この結果、従来の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金

当連結会計年度より「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

－ 10 －
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（追加情報）
有形固定資産の耐用年数の変更

度から改正後の法人税法に基づく耐用年数に基づき償却する方法によっております。

失、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ24百万円増加しております。

(8) 連結財務諸表作成に関する注記

（連結貸借対照表関係)

有形固定資産の減価償却累計額 百万円 百万円

（連結損益計算書に関する注記）

たな卸資産評価損

卸資産評価損550百万円が売上原価に含まれております。

法人税法の改正を契機とし、有形固定資産の耐用年数の見直しを行った結果、当連結会計年

これにより、従来の方法と比較して当連結会計年度の減価償却費は26百万円増加し、営業損

当連結会計年度末における棚卸高は収益性の低下に基づく簿価切下げ後の金額であり、たな

12,972 13,644

前連結会計年度 当連結会計年度

-11-
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（連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成19年４月1日　至 平成20年３月31日）

1.発行済株式に関する事項

株式の種類

普通株式　（株）

2.自己株式に関する事項

株式の種類

普通株式　（株）

3.配当に関する事項

(1)配当金支払額

当連結会計年度（自 平成20年４月1日　至 平成21年３月31日）

1.発行済株式に関する事項

株式の種類

普通株式　（株）

2.自己株式に関する事項

株式の種類

普通株式　（株）

3.配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　次のとおり、決議を予定しております。

5,660

12,937,000

前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 -4,760 900             

前連結会計年度末

12,937,000

増加 減少 当連結会計年度末

-  -

前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

12,937,000-  - 12,937,000

前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

2,585 2,175            - 4,760

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

前連結会計年度 当連結会計年度
（百万円） （百万円）

現金及び預金勘定 60 48
３ヵ月以内に期限の到来す
る短期投資（短期貸付金）

1,080 1,460

現金及び現金同等物 1,140 1,508

決議
配当の総額
（百万円）

平成19年５月24日
取締役会

155     

効力発生日

普通株式 利益剰余金 12        平成19年３月31日 平成19年６月13日

株式の種類 配当原資
一株当たり
配当額（円）

基準日

決議
配当の総額
（百万円）

平成20年５月23日
取締役会

77      

効力発生日

普通株式 利益剰余金 6         平成20年３月31日 平成20年６月13日

株式の種類 配当原資
一株当たり
配当額（円）

基準日

決議
配当の総額
（百万円）

平成21年５月26日
取締役会

0

効力発生日

普通株式 利益剰余金 0 平成21年３月31日 -

株式の種類 配当原資
一株当たり
配当額（円）

基準日

- 12 -
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（その他の注記事項）

①セグメント情報

１.事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） （単位：百万円）

 棒鋼事業
 橋梁・産業機
械事業

 計
 消去又は
全社

 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 13,882 1,93715,819 - 15,819

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 6 - 6 △ 6 -

13,889 1,93715,826 △ 6 15,819

　　営業費用 13,074 2,14615,221 40 15,261

　　営業利益又は営業損失（△） 814 Δ209 605 △ 47 557

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

　　資産 9,984 1,83111,815 1,87813,693

　　減価償却費 675 73 748 - 748

　　資本的支出 600 - 601 - 601

（注） １．事業区分の方法

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要製品

(1) 棒鋼 鉄筋コンクリート用異形棒鋼

(2) 橋梁・産業機械 鋼製橋梁、除塵機、各種産業機械

３. 

の管理部門に係る費用であります。

４.

の余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）及び長期投資資金（投資有価証券等）であります。

計

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用47百万円の主なものは、提出会社本社

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,878百万円であり、その主なものは当社で

- 13 -
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） （単位：百万円）

 棒鋼事業
 橋梁・産業機
械事業

 計
 消去又は
全社

 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 15,311 2,38217,693 - 17,693

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 4 - 4 △ 4 -

15,315 2,38217,698 △ 4 17,693

　　営業費用 16,508 2,28618,795 37 18,832

　　営業利益又は営業損失（△） △ 1,193 96 △ 1,096 △ 41△ 1,138

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

　　資産 7,741 1,701 9,443 2,20911,653

　　減価償却費 822 66 889 - 889

　　資本的支出 989 12 1,001 - 1,001

（注） １．事業区分の方法

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要製品

(1) 棒鋼 鉄筋コンクリート用異形棒鋼

(2) 橋梁・産業機械 鋼製橋梁、除塵機、各種産業機械

３. 

本社の管理部門に係る費用であります。

４. 

す。

２.所在地別セグメント情報
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。

３.海外売上高

前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） (単位：百万円)

韓国 台湾 計

Ⅰ  海外売上高 2,459 1,029 3,489

Ⅱ  連結売上高 - - 15,819   

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合 15.6% 6.5% 22.1%

当連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） (単位：百万円)

アジア 北米他 計

Ⅰ  海外売上高 5,401 955 6,356

Ⅱ  連結売上高 - - 17,693   

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合 30.5% 5.4% 35.9%

（注） 1.地域区分の変更

会計年度より地域ごとの表示に変更しております。

計

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用41百万円の主なものは、提出会社

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,209百万円であり、その主なものは当

国又は地域の区分の名称は、従来、国ごとに表示しておりましたが、輸出国が増加したため、当連結

社での余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）及び長期投資資金（投資有価証券等）でありま
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②１株当たり情報
前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 858円60銭 758円92銭
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

27円79銭 △89円79銭

め記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）

前連結会計年度

当期純利益又は当期純損失（△） 359百万円 △ 1,161百万円

普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益又は
当期純損失（△）

359百万円 △ 1,161百万円

期中平均株式数 12,933千株 12,931千株

③デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等については該当事項はありません。

　ております。

・リース取引

・関連当事者との取引

・税効果会計

・有価証券

・退職給付

(生産、受注及び販売の状況)

事業の種類別セグメントごとの生産、受注、販売実績は、以下のとおりです。

（1）生産実績

品            目前連結会計年度

棒                  鋼210千ﾄﾝ

橋 梁 ・ 産 業 機 械 1,937百万円

　　　販売実績を記載しております。

（2）受注実績

品                目前連結会計年度

棒                  鋼12,914百万円

橋 梁 ・ 産 業 機 械 2,269百万円

（3）販売実績

品                目前連結会計年度

棒                  鋼13,882百万円

橋 梁 ・ 産 業 機 械 1,937百万円

15,311百万円

2,382百万円

当連結会計年度

13,174百万円

2,002百万円

当連結会計年度

148千ﾄﾝ

2,382百万円

④以下のものについては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

（注）橋梁・産業機械事業は、品種が多様なため、生産実績の数量算出が困難であり、当該期間の

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当連結会計年度は１株当たり当期純

損失であり、また潜在株式がないため記載しておりません。前連結会計年度は、潜在株式がないた

当連結会計年度

当連結会計年度
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豊平製鋼㈱ (5450) 平成21年３月期決算短信

５.個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 40 17

　　受取手形 4 25

　　売掛金 2,868 1,990

　　製品 1,326 723

　　半製品 306 -

　　原材料 1,118 -

　　仕掛品 201 181

　　貯蔵品 258 -

　　原材料及び貯蔵品 - 600

　　繰延税金資産 196 318

　　短期貸付金 1,080 1,520

　　その他 85 157

　　　貸倒引当金 △3 △3

　　流動資産合計 7,484 5,531

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物（純額） 1,160 1,101

　　　構築物（純額） 218 199

　　　機械及び装置（純額） 2,982 3,302

　　　車両運搬具（純額） 3 2

　　　工具、器具及び備品（純額） 123 103

　　　土地 941 940

　　　建設仮勘定 74 21

　　　有形固定資産合計 5,504 5,671

　　　無形固定資産 6 6

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 207 114

　　　関係会社株式 10 10

　　　出資金 8 8

　　　繰延税金資産 1 55

　　　前払年金費用 157 -

　　　その他 21 15

　　　貸倒引当金 △4 △4

　　　投資その他の資産合計 402 200

　　固定資産合計 5,913 5,878

　資産合計 13,397 11,410
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豊平製鋼㈱ (5450) 平成21年３月期決算短信

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 1,522 710

　　未払金 42 258

　　未払費用 308 266

　　未払法人税等 14 -

　　未払事業所税 25 24

　　前受金 130 83

　　預り金 7 6

    前受収益 - 0

　　賞与引当金 236 155

　　役員賞与引当金 10 -

　　工事損失引当金 29 -

　　その他 - 71

　　流動負債合計 2,326 1,576

　固定負債

　　退職給付引当金 - 9

　　役員退職慰労引当金 75 87

　　固定負債合計 75 96

　負債合計 2,402 1,672

純資産の部

　株主資本

　　資本金 1,560 1,560

　　資本剰余金

　　　資本準備金 1,114 1,114

　　　資本剰余金合計 1,114 1,114

　　利益剰余金

　　　利益準備金 135 135

　　　その他利益剰余金

　　　　別途積立金 4,900 4,900

　　　　繰越利益剰余金 3,218 2,011

　　　利益剰余金合計 8,254 7,047

　　自己株式 △1 △2

　　株主資本合計 10,927 9,720

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 68 17

　　評価・換算差額等合計 68 17

　純資産合計 10,995 9,737

負債純資産合計 13,397 11,410
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豊平製鋼㈱ (5450) 平成21年３月期決算短信

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 15,525 17,436

売上原価 13,837 17,646

売上総利益又は売上総損失（△） 1,688 △209

販売費及び一般管理費 1,138 936

営業利益又は営業損失（△） 548 △1,145

営業外収益

　受取利息 15 2

　受取配当金 3 5

　受取賃貸料 9 10

　仕入割引 - 4

　回収品等処分益 - 3

　その他 4 3

　営業外収益合計 33 29

営業外費用

　支払利息 2 8

　その他 0 0

　営業外費用合計 2 8

経常利益又は経常損失（△） 579 △1,125

特別利益

　減損損失見積差益 12 -

　特別利益合計 12 -

特別損失

　固定資産除却損 12 21

　減損損失 4 0

　投資有価証券評価損 - 8

　会員権評価損 - 3

　貸倒引当金繰入額 0 -

　損害賠償金 - 95

　特別損失合計 17 129

税引前当期純利益又は税引前
当期純損失（△）

574 △1,254

法人税、住民税及び事業税 192 15

法人税等調整額 27 △140

法人税等合計 219 △125

当期純利益又は当期純損失（△） 355 △1,129
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(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 1,560 1,560

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 - -

　　当期末残高 1,560 1,560

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 1,114 1,114

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 - -

　　　当期末残高 1,114 1,114

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 135 135

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 - -

　　　当期末残高 135 135

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 4,900 4,900

　　　　当期変動額

　　　　　当期変動額合計 - -

　　　　当期末残高 4,900 4,900

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 3,018 3,218

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △155 △77

　　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 355 △1,129

　　　　　当期変動額合計 200 △1,206

　　　　当期末残高 3,218 2,011

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 8,053 8,254

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △155 △77

　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 355 △1,129

　　　　当期変動額合計 200 △1,206

　　　当期末残高 8,254 7,047

　自己株式

　　前期末残高 △1 △1

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 △0 △0

　　当期末残高 △1 △2
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

　株主資本合計

　　前期末残高 10,727 10,927

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △155 △77

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 355 △1,129

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 199 △1,206

　　当期末残高 10,927 9,720

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 60 68

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △50

　　　当期変動額合計 7 △50

　　当期末残高 68 17

純資産合計

　前期末残高 10,788 10,995

　当期変動額

　　剰余金の配当 △155 △77

　　当期純利益又は当期純損失（△） 355 △1,129

　　自己株式の取得 △0 △0

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △50

　　当期変動額合計 207 △1,257

　当期末残高 10,995 9,737
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(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません
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役員の異動（平成21年６月26日付予定）

代表者の異動

①新任代表取締役候補

笹田　幹雄（現　当社常勤顧問）

②退任予定代表取締役

石井　功一（現　代表取締役社長）

なお、代表者の異動については、平成21年１月30日に開示済みであります。

代表取締役社長

相 談 役
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