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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 192,630 19.3 11,780 106.5 12,079 107.9 5,423 53.3
20年3月期 161,471 27.9 5,703 △55.5 5,809 △56.6 3,537 △64.5

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 31.65 ― 5.9 6.2 6.1
20年3月期 21.16 ― 4.1 3.1 3.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  491百万円 20年3月期  480百万円

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 190,626 99,095 48.7 542.06
20年3月期 200,970 96,606 45.1 528.56

（参考） 自己資本   21年3月期  92,886百万円 20年3月期  90,605百万円

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 6,066 △5,659 1,115 7,230
20年3月期 6,931 △5,698 △665 5,707

2.  配当の状況 

 

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00 1,028 28.4 1.1
21年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 1,028 19.0 1.1
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 3.00 3.00 12.9

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

56,000 △52.3 3,300 152.4 3,600 208.4 1,800 142.7 10.50

通期 114,000 △40.8 6,900 △41.4 7,500 △37.9 4,000 △26.3 23.34
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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、19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、31ページ（１株当たり情報）をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 171,452,113株 20年3月期 171,452,113株
② 期末自己株式数 21年3月期  94,741株 20年3月期  32,671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 137,915 12.5 7,713 92.3 7,349 90.4 2,876 48.6
20年3月期 122,602 18.4 4,012 △66.1 3,860 △66.6 1,936 △76.1

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 16.79 ―
20年3月期 11.58 ―

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 154,949 83,578 53.9 487.74
20年3月期 162,951 83,366 51.2 486.33

（参考） 自己資本 21年3月期  83,578百万円 20年3月期  83,366百万円

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。実際の業績等は、様々な
要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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

36,000 △58.5 1,500 5.3 1,500 9.6 800 11.3 4.67

通期 73,000 △47.1 3,200 △58.5 3,000 △59.2 1,700 △40.9 9.92
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1）当期の経営成績 

 当連結会計年度のわが国経済は、上期は比較的堅調に推移いたしましたが、下期に入り米国の

サブプライムローン問題に端を発した金融危機が実体経済に波及し、景気は急速かつ大幅に悪化

いたしました。  

  

 電炉業界におきましても、実体経済の悪化に加え在庫調整や買い控えによる需要の大幅な落ち

込みにより、各社ともかつてない大幅な減産を余儀なくされました。一方で、主原料である鉄ス

クラップ価格は夏場にかけて急騰した後、急速に下落し低位安定したことにより電炉メーカーの

収益は一時的に回復いたしました。  

  

 このような経営環境のもと、当社グループは、鉄スクラップ価格に見合う販売価格の早期実現

と鋼片を含めた輸出比率の拡大など収益基盤の再構築に取り組んでまいりました。しかしながら

下期以降は、世界経済の激変の影響から需要が急減しており、当社も需要見合いの生産を徹底

し、大幅な生産調整を実施いたしました。  

  

 また、昨年６月には分散購買体制から本社集中購買に変更するなど購買力強化を目的にした購

買部の新設や輸出機能の強化を図るための販売総括部の新設など大幅な組織改正を行い経営基盤

の強化を図るとともに、歩留向上や安定操業の継続によるコスト削減努力を積み重ねてまいりま

した。 

  

 その結果、当連結会計年度の業績につきましては、当社の鋼材販売数量が前期比３３万５千ト

ン減少したものの、販売単価の改善に努め、トン当たり２万５千９百円改善したことに加え三星

金属工業株式会社を新たに連結したことにより、連結売上高は１，９２６億３千万円と前期比３

１１億５千９百万円の増収となりました。  

  

 連結営業利益につきましては、販売価格の改善が鉄スクラップ価格や諸資材価格の上昇を上回

り、１１７億８千万円と前期比６０億７千６百万円の増益となりました。また、連結経常利益は

１２０億７千９百万円で前期比６２億７千万円増加し、連結当期純利益は投資有価証券評価損１

４億５千８百万円等の特別損失を計上したものの、前期比１８億８千５百万円増の５４億２千３

百万円となりました。  

  

2）次期の見通し 

 今後の我が国の経済見通しにつきましては、景気の急速な悪化が続いており、設備投資の大幅

な減少や雇用環境の悪化による個人消費の低迷など極めて厳しい経営環境が続くものと想定され

ます。  

  

 鉄鋼業界におきましては、製造業や建設業などの各需要分野において、過去に例のないほど急

激に需要が減少しており、先行き不透明な状況が続くものと見込まれます。さらに電炉メーカー

の主要な需要分野である建設分野においては、国内は実需の減少に加え少子高齢化とそれに伴う

人口減少という日本特有の問題からも需要の増加はあまり期待できないものと思われます。一

方、海外の建設用鋼材については、発展途上国を中心に根強い需要があり、比較的早期に回復す

ることが見込まれます。 

  

 このような状況を踏まえ、当社グループは、高炉の原燃料価格の下落やスクラップ価格の低位

安定というコスト構造の変化や需要に見合った製品の新価格体系構築に全力で取り組むととも

に、海外を含めた販売数量の安定確保を図り収益基盤の再構築を図ってまいります。  

また、品質の向上や効率かつ柔軟な生産体制の確立など製造実力の向上を図りミニマムコストを

徹底して追求するとともに、当社グループの発展に寄与する人材の育成強化にも鋭意取り組んで

まいります。 

  

 さらに、コンプライアンスや環境問題は企業経営の大前提であり、安全に対する取組みととも

に引き続き強化を図ってまいります。  

  

 通期の連結業績見通しにつきましては、売上高１，１４０億円、経常利益７５億円、当期純利

益４０億円を見込み、配当につきましては、１株当たり年間３円を予定しております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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1）資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて１０３億４千４百万円減少し、１，９

０６億２千６百万円となりました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べて４６億１千１百万円減少の６７４億３千７百万円、固定資

産は前連結会計年度末に比べて５７億３千３百万円減少の１，２３１億８千９百万円となりまし

た。流動資産の減少は主として、受取手形及び売掛金の減少及びたな卸資産の増加によるものであ

り、固定資産の減少は投資有価証券の減少によるものであります。  

 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて１２８億３千３百万円減少し、９１

５億３千１百万円となりました。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べて１００億６千４百万円減少の６０７億１千２百万円、固定

負債は前連結会計年度末に比べて２７億６千９百万円減少の３０８億１千８百万円となりました。

流動負債の減少は主として、支払手形及び買掛金の減少及び短期借入金の増加によるものであり、

固定負債の減少は長期借入金の減少によるものであります。 

 当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて２４億８千９百万円増加し、９９

０億９千５百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の45.1％から48.7％に、１株当たり純資産額は528

円56銭から542円6銭となりました。 

  

2）キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は７２億３千万円となり、前連結会計年度末より

１５億２千３百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況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）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて８億６千４百万円収入が減少し

６０億６千６百万円の収入となりました。これは前連結会計年度に比べて税金等調整前当期純利

益、減価償却費が増加する一方で、たな卸資産が増加し、仕入債務が減少したこと等によるもので

あります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて３千９百万円支出が減少し、５

６億５千９百万円の支出となりました。これは、主に固定資産の取得によるものであります。  

（財務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・フローは、前連結会計年度に比べ１７億８千万円支出が減少し、１

１億１千５百万円の収入となりました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。  

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

  ※いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

  ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は連結貸借対  

   照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。  

  

利益配分につきましては、安定配当の継続を基本にしつつ、装置産業である鉄鋼業にとっての再投資

資金の重要性をも考慮し、業績等を総合的に勘案して実施することとしております。  

 当期につきましては、中間配当金につきましては見送りとさせていただきましたが、期末配当金とし

て１株につき６円とし、前期と同じ通期６円とさせていただきました。  

 また、次期の配当金につきましては、１株につき３円を予定しております。  

  

  

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 42.3 45.0 48.5 45.1 48.7

時価ベースの自己資本比率 42.1 77.3 57.9 28.1 21.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

7.4 2.6 1.9 5.6 6.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

6.6 20.4 27.0 8.9 8.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは合同製鐵株式会社(当社)及び子会社９社、関連会社５社とその他の関係会社である新日

本製鐵㈱から構成されており、鉄鋼事業及びその他の事業を業務としております。 

各事業を構成している当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容及び位置付けは次のと

おりであります。なお、事業区分は事業の種類別セグメント情報における事業区分と同一であります。 

  

 

2. 企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針、（3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題につきましては、平

成18年3月期決算短信（平成18年5月10日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示

を省略しております。  

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。  

  （当社ホームページ）  

  http://www.godo-steel.co.jp  

  （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））  

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  

  

平成21年度に当社グループが目標とする経営指標は以下のとおりであります。  

   連結売上高       １，１４０億円  

   連結経常利益         ７５億円  

   連結当期純利益        ４０億円  

  

3. 経営方針

(2) 目標とする経営指標
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4.【連結財務諸表】

(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 5,917 7,230 

受取手形及び売掛金 ※2, ※3 44,715 ※3 30,493 

有価証券 110 250 

たな卸資産 ※2 19,836 － 

商品及び製品 － 13,423 

仕掛品 － 243 

原材料及び貯蔵品 － 13,844 

繰延税金資産 489 805 

その他 980 ※3 1,145 

流動資産合計 72,048 67,437 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 45,207 45,839 

減価償却累計額 △26,837 △27,928 

建物及び構築物（純額） 18,369 17,910 

機械装置及び運搬具 97,791 100,923 

減価償却累計額 △71,846 △75,637 

機械装置及び運搬具（純額） 25,944 25,285 

土地 ※4 59,642 ※4 59,444 

建設仮勘定 364 469 

その他 2,000 1,810 

減価償却累計額 △1,632 △1,525 

その他（純額） 367 284 

有形固定資産合計 ※2 104,689 ※2 103,395 

無形固定資産 446 402 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1, ※2 20,640 ※1 16,357 

長期貸付金 319 275 

繰延税金資産 120 － 

その他（純額） ※3 2,706 ※3 2,758 

投資その他の資産合計 23,787 19,391 

固定資産合計 128,922 123,189 

資産合計 200,970 190,626 
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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 

支払手形及び買掛金 ※2 39,410 22,990 

短期借入金 ※2 22,065 ※2 26,894 

リース債務 － 52 

未払法人税等 618 2,929 

賞与引当金 1,112 1,417 

その他 ※2 7,569 6,427 

流動負債合計 70,777 60,712 

固定負債 

社債 500 500 

長期借入金 ※2 16,333 ※2 13,244 

リース債務 － 98 

繰延税金負債 695 1,449 

再評価に係る繰延税金負債 ※4 11,824 ※4 11,824 

退職給付引当金 1,811 1,731 

役員退職慰労引当金 27 － 

負ののれん 1,520 1,258 

その他 873 711 

固定負債合計 33,587 30,818 

負債合計 104,364 91,531 

純資産の部 

株主資本 

資本金 34,896 34,896 

資本剰余金 9,885 9,885 

利益剰余金 37,245 42,154 

自己株式 △12 △31 

株主資本合計 82,014 86,906 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 570 △2,039 

土地再評価差額金 ※4 8,019 ※4 8,019 

評価・換算差額等合計 8,590 5,980 

少数株主持分 6,001 6,209 

純資産合計 96,606 99,095 

負債純資産合計 200,970 190,626 
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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 161,471 192,630 

売上原価 ※3 146,062 ※1, ※3 170,551 

売上総利益 15,409 22,079 

販売費及び一般管理費 

販売費 6,062 6,246 

一般管理費 3,642 4,052 

販売費及び一般管理費合計 ※2, ※3 9,705 ※2, ※3 10,298 

営業利益 5,703 11,780 

営業外収益 

受取利息 31 27 

受取配当金 196 234 

固定資産賃貸料 260 300 

持分法による投資利益 480 491 

負ののれん償却額 168 351 

その他 223 148 

営業外収益合計 1,361 1,554 

営業外費用 

支払利息 773 739 

売上割引 － 134 

出向者給与格差当社負担額 65 96 

固定資産賃貸費用 56 58 

その他 361 224 

営業外費用合計 1,256 1,254 

経常利益 5,809 12,079 

特別利益 

固定資産売却益 ※4 20 ※4 8 

投資有価証券売却益 － 24 

事業譲渡益 － ※5 104 

受取保険金 － 32 

補助金収入 － 156 

その他 － 0 

特別利益合計 20 327 

特別損失 

固定資産処分損 ※6 379 ※6 311 

たな卸資産処分損 212 94 

たな卸資産評価損 － ※1 323 

投資有価証券評価損 192 1,458 

減損損失 － ※7 135 

災害補償金 109 － 

その他 ※8 64 ※8 117 

特別損失合計 957 2,440 

税金等調整前当期純利益 4,871 9,967 

法人税、住民税及び事業税 1,023 3,272 

法人税等調整額 188 663 

法人税等合計 1,212 3,936 

少数株主利益 121 607 

当期純利益 3,537 5,423 
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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 31,838 34,896 

当期変動額 

新株の発行 3,058 － 

当期変動額合計 3,058 － 

当期末残高 34,896 34,896 

資本剰余金 

前期末残高 6,818 9,885 

当期変動額 

新株の発行 3,058 － 

自己株式の処分 9 － 

当期変動額合計 3,067 － 

当期末残高 9,885 9,885 

利益剰余金 

前期末残高 35,157 37,245 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,449 △514 

当期純利益 3,537 5,423 

当期変動額合計 2,087 4,909 

当期末残高 37,245 42,154 

自己株式 

前期末残高 △2,537 △12 

当期変動額 

自己株式の処分 2,544 － 

自己株式の取得 △19 △18 

当期変動額合計 2,525 △18 

当期末残高 △12 △31 

株主資本合計 

前期末残高 71,276 82,014 

当期変動額 

新株の発行 6,116 － 

剰余金の配当 △1,449 △514 

当期純利益 3,537 5,423 

自己株式の処分 2,553 － 

自己株式の取得 △19 △18 

当期変動額合計 10,738 4,891 

当期末残高 82,014 86,906 
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(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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,066 570 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,495 △2,610 

当期変動額合計 △2,495 △2,610 

当期末残高 570 △2,039 

土地再評価差額金 

前期末残高 8,019 8,019 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,019 8,019 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 11,085 8,590 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,495 △2,610 

当期変動額合計 △2,495 △2,610 

当期末残高 8,590 5,980 

少数株主持分 

前期末残高 298 6,001 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,702 208 

当期変動額合計 5,702 208 

当期末残高 6,001 6,209 

純資産合計 

前期末残高 82,660 96,606 

当期変動額 

新株の発行 6,116 － 

剰余金の配当 △1,449 △514 

当期純利益 3,537 5,423 

自己株式の処分 2,553 － 

自己株式の取得 △19 △18 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,206 △2,401 

当期変動額合計 13,945 2,489 

当期末残高 96,606 99,095 

― 12 ―

合同製鐵㈱　（5410）　平成21年３月期　決算短信



(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 4,871 9,967 

減価償却費 5,304 6,256 

負ののれん償却額 △168 △351 

固定資産除却損 351 141 

固定資産売却損益（△は益） 23 5 

事業譲渡損益（△は益） － △104 

受取保険金 － △32 

補助金収入 － △156 

たな卸資産評価損 － 2,032 

投資有価証券売却損益（△は益） △65 △24 

投資有価証券評価損益（△は益） 192 1,458 

減損損失 － 135 

持分法による投資損益（△は益） △480 △491 

受取利息及び受取配当金 △228 △262 

支払利息 773 739 

売上債権の増減額（△は増加） △1,595 14,004 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,899 △9,715 

仕入債務の増減額（△は減少） 5,373 △16,267 

未払消費税等の増減額（△は減少） △304 637 

その他 △1,493 △732 

小計 9,654 7,239 

利息及び配当金の受取額 399 314 

保険金の受取額 － 50 

補助金の受取額 － 156 

利息の支払額 △776 △728 

法人税等の支払額 △2,345 △965 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,931 6,066 

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 － △100 

有価証券の償還による収入 280 110 

投資有価証券の取得による支出 △7,066 △7 

投資有価証券の売却による収入 115 145 

有形固定資産の取得による支出 △5,354 △5,788 

有形固定資産の売却による収入 326 71 

貸付けによる支出 △0 △448 

貸付金の回収による収入 118 44 

事業譲渡による収入 － ※2 179 

子会社株式の取得による支出 － △7 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

※3 5,210 － 

その他 670 141 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,698 △5,659 
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(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) 

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） 2,400 1,380 

長期借入れによる収入 9,100 6,500 

長期借入金の返済による支出 △19,358 △6,140 

株式の発行による収入 6,116 － 

自己株式の処分による収入 2,553 － 

配当金の支払額 △1,450 △519 

リース債務の返済による支出 － △63 

その他 △26 △39 

財務活動によるキャッシュ・フロー △665 1,115 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 566 1,523 

現金及び現金同等物の期首残高 5,140 5,707 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,707 ※1 7,230 
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該当事項はありません。 

 (5)【継続企業の前提に関する注記】
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 (6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項  目
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)

会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産

   主として移動平均法による原価法    主として移動平均法による原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定）

（会計方針の変更）

――    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）を適用しております。

   この結果、従来の方法によった場合に

比べて、営業利益及び経常利益が1,709

百万円、税金等調整前当期純利益が

2,032百万円、当期純利益が1,207百万円

それぞれ減少しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 (ア)有形固定資産

  １ 建物

a) 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

  主として旧定額法

b) 平成19年４月１日以後に取得し

たもの

  主として定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 (ア)有形固定資産（リース資産を除く）

  １ 建物

同左

  ２ その他

a) 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

  主として旧定率法

b) 平成19年４月１日以後に取得し

たもの

  主として定率法

  なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

  ２ その他

同左

（会計方針の変更）

   法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 

法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日 

政令第83号))に伴い、当連結会計年度

より、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

   これに伴い、前連結会計年度と同一

の方法によった場合と比べ、売上総利

益が207百万円、営業利益が208百万

円、経常利益が208百万円、税金等調

整前当期純利益が208百万円、当期純

利益が124百万円それぞれ減少してお

ります。

  ――
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項  目
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)

（追加情報）

   当連結会計年度より平成19年３月31

日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法によっ

ております。

   これに伴い、前連結会計年度と同一

の方法によった場合と比べ、売上総利

益が370百万円、営業利益が373百万

円、経常利益が373百万円、税金等調

整前当期純利益が373百万円、当期純

利益が221百万円それぞれ減少してお

ります。

――

――

（追加情報）

   当社及び連結子会社の機械装置の耐

用年数については当連結会計年度より

法人税法の改正に伴い12～15年を14年

に変更しております。  

 なお、営業利益、経常利益、税金等

調整前当期純利益及び当期純利益に与

える影響は軽微であります。

 (イ)無形固定資産

    定額法

ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

    なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

 (イ)無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (ウ)リース資産

   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

   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。
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なお、上記以外は、 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更がないので開

示を省略しております。 

項  目
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)

（3）重要な引当金の計上基準 （3）重要な引当金の計上基準

 役員退職引当金

   一部の連結子会社は、役員退職金の

支給に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

 

 ――

（追加情報） （追加情報）

  当社は平成19年３月28日開催の取締役

会において、役員退職慰労金制度の廃止

を決議するとともに、平成19年６月28日

開催の定時株主総会において、役員の退

任時に退職慰労金制度廃止日（当該総会

終結時）までの在任期間に応じた退職慰

労金を支給することを決議しておりま

す。これに伴い、当該総会までの期間に

対応する役員退職慰労金相当額のうち、

当連結会計年度末において未支給の金額

については「固定負債」の「その他」と

して計上しております。

  当社の連結子会社である三星金属工業

㈱は平成20年４月21日開催の取締役会に

おいて、役員退職慰労金制度の廃止を決

議するとともに、平成20年６月30日開催

の定時株主総会において、役員の退任時

に退職慰労金制度廃止日（当該総会終結

時）までの在任期間に応じた退職慰労金

を支給することを決議しております。こ

れに伴い、当該総会までの期間に対応す

る役員退職慰労金相当額のうち、当連結

会計年度末において未支給の金額につい

ては「固定負債」の「その他」として計

上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。

 

――
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 (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】

【会計処理の変更】

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)

―――

（リース取引に関する会計基準等）

「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)を当連結会計年度から

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、通常の売買処理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。

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計上する方法によっておりま

す。

なお、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益及び当期純利益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

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)

――  

  

 

 

  

 

  

 

 

――

（連結貸借対照表）

財務諸表等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「商

品及び製品」「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「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ11,735百万円、

589百万円、7,510百万円であります。

（連結損益計算書）

前連結会計年度において営業外費用「その他」に

含めて表示しておりました「売上割引」（前連結会

計年度76百万円）は、営業外費用の10/100を超える

こととなったため、当連結会計年度においては区分

掲記することといたしました。
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 (8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

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)

１ ※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次

のとおりであります。

投資有価証券(株式) 7,117百万円

１ ※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次

のとおりであります。

投資有価証券(株式) 7,558百万円

  ※２ 受取手形及び売掛金のうち4,860百万円、た

な卸資産のうち1,522百万円、有形固定資産の

うち51,259百万円(うち工場財団組成分45,039

百万円)、投資有価証券のうち276百万円は支払

手形及び買掛金5,968百万円、短期借入金5,635

百万円、流動負債 その他106百万円、長期借

入金1,992百万円の担保に供しております。

なお、工場財団組成物件は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 8,769百万円

機械装置及び運搬具 10,737

土地 25,477

その他 55

計 45,039

 

  ※２ 有形固定資産のうち36,640百万円(うち工場

財団組成分30,655百万円)は短期借入金1,686

百万円、長期借入金3,245百万円の担保に供し

ております。

なお、工場財団組成物件は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 3,535百万円

機械装置及び運搬具 6,142

土地 20,906

その他 71

計 30,655

 

  ※３ 下記の資産に対する貸倒引当金をそれぞれの

資産から直接控除して表示しております。

受取手形及び売掛金 18百万円

投資その他の資産 その他 250

計 269

  ※３ 下記の資産に対する貸倒引当金をそれぞれの

資産から直接控除して表示しております。

受取手形及び売掛金 18百万円

流動資産 その他 9

投資その他の資産 その他 266

計 294

  ※４ 当社及び連結子会社ジーエス興産㈱は、「土

地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31

日公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

再評価を行った土地の 
期末における時価と再 
評価後の帳簿価額との 
差額

△17,653百万円

  ※４ 当社及び連結子会社ジーエス興産㈱は、「土

地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31

日公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

再評価を行った土地の 
期末における時価と再 
評価後の帳簿価額との 
差額

△16,499百万円

      再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」

(平成10年３月31日公布 政令119号)第２条

第４号及び第５号に定める方法により算

出。

      再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」

(平成10年３月31日公布 政令119号)第２条

第４号及び第５号に定める方法により算

出。

２ 保証債務

  下記会社等の金融機関等よりの借入金に対し債務保

証を行っております。

関西ガスファースト㈱ 16百万円

連結会社従業員(住宅資金) 184

計 200

 

２ 保証債務

  下記の金融機関等よりの借入金に対し債務保証を行

っております。

連結会社従業員(住宅資金) 168百万円
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(連結損益計算書関係)

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)

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 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性

の低下による簿価切下額

売上原価 1,709百万円

特別損失 323

  ※２ 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとお

りであります。

    (1) 販売費

運賃 5,879百万円

  ※２ 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとお

りであります。

    (1) 販売費

運賃 6,028百万円

 

    (2) 一般管理費

給料手当 861

賞与引当金繰入額 460

退職給付費用 40

役員退職引当金繰入額 85

賃借料 233

減価償却費 136

研究開発費 69
 

    (2) 一般管理費

給料手当 992

賞与引当金繰入額 541

退職給付費用 81

賃借料 170

減価償却費 162

研究開発費 23

  ※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究

開発費は69百万円であります。

  ※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究

開発費は23百万円であります。

  ※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであり

ます。

機械装置及び運搬具 7百万円

土地 13

計 20

  ※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであり

ます。

土地 8百万円

その他 0

計 8

 

――

  ※５ 事業譲渡の内容 

 当社の連結子会社である合鐵産業㈱のガス溶

材事業の事業譲渡によるものであります。

 

  ※６ 固定資産処分損の内容は、次のとおりであり

ます。

    (1)除却損

機械装置及び運搬具 150百万円

建物及び構築物 99

解体撤去費用他 84

計 334

    (2)売却損

建物及び構築物 19百万円

土地 24

その他 0

計 44

 

 

  ※６ 固定資産処分損の内容は、次のとおりであり

ます。

    (1)除却損

機械装置及び運搬具 92百万円

建物及び構築物 7

解体撤去費用他 197

計 297

    (2)売却損

建物及び構築物 1百万円

土地 12

計 13
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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)

 

――

   ※７ 固定資産減損損失の内容は、次のとおりであ

ります。 

 当社グループは、事業用資産については原則

として事業所毎に、遊休資産については物件単

位毎にグルーピングを実施しております。近年

の地価の下落により、帳簿価格に対して著しく

時価が下落している以下の資産グループについ

て、回収可能価額まで減額し、当該減少額135

百万円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

  

（用途）遊休資産  

（種類）土地  

（場所）兵庫県姫路市的形町 他  

  

  減損損失の内訳は、土地135百万円となって

おります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定し、遊休資産については相続税評価額を基礎

として算定しております。 

  ※８ 投資有価証券売却損等であります。   ※８ 貸倒引当金繰入額等であります。
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１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 新日本製鐵㈱への第三者割当増資による増加 11,000,000株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 40,731株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の処分 4,520,000株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 62,070株 

  

(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）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 160,452,113 11,000,000 ― 171,452,113

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,511,940 40,731 4,520,000 32,671

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月28日 
取締役会

普通株式 935 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月12日

平成19年10月30日 
取締役会

普通株式 514 3.00 平成19年９月30日 平成19年12月３日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 514 3.00 平成20年３月31日 平成20年６月11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）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 171,452,113 ― ― 171,452,113

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 32,671 62,070 ― 94,741
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３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
取締役会

普通株式 514 3.00 平成20年３月31日 平成20年６月11日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,028 6.00 平成21年３月31日 平成21年６月10日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 5,917百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金
210

現金及び現金同等物 5,707

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 7,230百万円

現金及び現金同等物 7,230

――

※２ 事業譲渡により減少した資産及び負債の主な内訳 

 合鐵産業㈱（平成20年９月１日現在）

流動資産 223百万円

固定資産 5

流動負債 153

事業譲渡により減少した資産及び
負債（純額）

74

事業譲渡益（特別利益） 104

合計：事業の譲渡による収入 179

※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

   株式の取得により新たに三星金属工業㈱を連結し

たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に同社株式の取得価額と同社株式取得のための支出

(純額)との関係は次のとおりであります。

（平成19年９月30日現在）

流動資産 11,567百万円

固定資産 16,741

流動負債 △9,485

固定負債 △11,391

負ののれん △1,689

少数株主持分 △5,740

三星金属工業㈱株式の取得価額 ―

同社現金及び現金同等物 △5,210

差引：同社取得のための支出 △5,210

――
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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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「鉄鋼

事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「鉄鋼

事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

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) 

在外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。 

  

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) 

在外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。 

  

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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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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) 

親会社及び法人主要株主等 

 
    上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   取引条件及び取引条件の決定方針等 

  注１．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。 

  注２．市場の実勢価格を勘案して価格を決定しております。 

  注３．当社の買掛債務に対して担保を提供しております。 

  

 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) 

親会社及び法人主要株主等 

 
    上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   取引条件及び取引条件の決定方針等 

  注１．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。 

  注２．市場の実勢価格を勘案して価格を決定しております。 

  

  (追加情報) 

 当連結会計年度から、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第11号 平

成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適

用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。 

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

主要な 
事業の 
内容

議決権等
の被所有 
割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等

事業上 

の関係

その他の 
関係会社 
 

新日本 

製鐵㈱ 

 

東京都 

千代田区 

 

419,524 

  

 

鉄鋼業 

  

 

直接15.1 

間接 0.1 

 

―

鋼材及

び鋼片

の相互

販売

鋼材及び鋼片の販売(注1) 

鋼材及び鋼片の購入(注2) 

担保提供(注3)

2,969 

13,061 

2,911

売掛金 

買掛金 

 

1,084 

3,996 

 

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

主要な 
事業の 
内容

議決権等
の被所有 
割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等

事業上 

の関係

その他の 
関係会社 
 

新日本 

製鐵㈱ 

 

東京都 

千代田区 

 

419,524 

  

 

鉄鋼業 

  

 

直接15.1 

間接 0.1 

 

―

鋼材及

び鋼片

の相互

販売

鋼材及び鋼片の販売(注1) 

鋼材及び鋼片の購入(注2)

8,587 

22,942

売掛金 

買掛金

403 

7,449
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を

行い、投資有価証券評価損192百万円を計上しております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

(有価証券関係)

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)

区   分

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差 額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 株 式 1,535 3,670 2,134

 債 券 379 381 1

小   計 1,915 4,051 2,135

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 株 式 10,403 8,892 △1,511

小   計 10,403 8,892 △1,511

合   計 12,319 12,943 624

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

115 83 17

区   分

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 689

種   類 １年以内(百万円) １年超５年以内(百万円)

債 券 110 270
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を

行い、投資有価証券評価損1,458百万円を計上しております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

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)

区   分

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差 額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 株 式 1,210 1,960 749

 債 券 369 371 1

小   計 1,580 2,331 751

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 株 式 9,167 6,044 △3,123

小   計 9,167 6,044 △3,123

合   計 10,748 8,375 △2,372

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

145 24 ―

区   分

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 673

種   類 １年以内(百万円) １年超５年以内(百万円)

債 券 250 120
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  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） 

  

該当事項はありません。 

  

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) 

  

(事業分離) 

１ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含

む事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称及び事業の内容 

分離先企業  日本エア・リキード㈱及び㈱エア・ガシス阪神 

事業の内容  ガス溶材事業 

(2) 事業分離を行った主な理由 

 関西地区における「ガス溶材事業」は、コスト競争力の低下・シリンダーガスの需要減退等、

今後の事業展開が非常に厳しい状況にあり、事業譲渡することが経営効率上望ましいと判断した

ものであります。 

(3) 事業分離日 

平成20年９月１日 

(4) 法的形式を含む事業分離の概要 

現金を受取対価とした当社グループ外への事業譲渡であります。 

  

２ 持分変動差額の金額及び会計処理 

現金のみが受取対価であるため、持分変動差額は発生しておりません。 

  

３ 事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

 （セグメント情報）に記載のとおり、当企業グループは、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

４ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

 
  

(企業結合等関係)

売上高 252百万円

営業利益 7百万円

経常利益 4百万円
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リース取引、デリバティブ取引等に関する注記事項については、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ております。 

  

  

(１株当たり情報)

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)

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株当たり純資産額 528.56円 １株当たり純資産額 542.06円

１株当たり当期純利益 21.16円 １株当たり当期純利益 31.65円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益 3,537百万円

普通株式に係る当期純利益 3,537百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

 該当事項はありません

普通株式の期中平均株式数 167,226,583株

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益 5,423百万円

普通株式に係る当期純利益 5,423百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

 該当事項はありません

普通株式の期中平均株式数 171,388,407株

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(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 3,178 5,893 

売掛金 34,398 21,986 

有価証券 110 250 

製品 5,005 － 

半製品 4,513 － 

原材料 2,839 － 

商品及び製品 － 11,213 

仕掛品 413 44 

貯蔵品 1,320 － 

モールド及びロール 1,793 － 

原材料及び貯蔵品 － 12,377 

前払費用 136 109 

繰延税金資産 339 573 

関係会社短期貸付金 3,885 3,775 

未収入金 65 114 

預け金 1,741 1 

その他 273 18 

流動資産合計 60,013 56,358 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 9,068 9,083 

構築物（純額） 1,849 1,709 

機械及び装置（純額） 21,154 20,626 

車両運搬具（純額） 11 42 

工具、器具及び備品（純額） 188 227 

土地 44,501 44,385 

建設仮勘定 253 298 

有形固定資産合計 77,028 76,373 

無形固定資産 

借地権 200 200 

ソフトウエア 105 82 

その他 9 10 

無形固定資産合計 315 292 

投資その他の資産 

投資有価証券 8,022 5,491 

関係会社株式 14,589 13,557 

出資金 103 103 

従業員に対する長期貸付金 319 275 

長期前払費用 332 298 

前払年金費用 1,830 1,931 

繰延税金資産 120 － 

その他 275 266 

投資その他の資産合計 25,593 21,925 

固定資産合計 102,937 98,591 

資産合計 162,951 154,949 
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(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 29,264 16,808 

短期借入金 8,700 10,800 

1年内返済予定の長期借入金 5,448 8,934 

リース債務 － 23 

未払金 3,596 2,764 

未払費用 1,878 1,420 

未払法人税等 259 1,838 

未払消費税等 － 259 

預り金 40 36 

賞与引当金 738 1,029 

従業員預り金 366 347 

その他 149 148 

流動負債合計 50,441 44,410 

固定負債 

長期借入金 15,712 12,992 

リース債務 － 36 

繰延税金負債 － 742 

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824 

退職給付引当金 1,220 1,149 

長期預り金 128 121 

その他 257 93 

固定負債合計 29,143 26,960 

負債合計 79,585 71,371 

純資産の部 

株主資本 

資本金 34,896 34,896 

資本剰余金 

資本準備金 9,876 9,876 

その他資本剰余金 491 491 

資本剰余金合計 10,367 10,367 

利益剰余金 

利益準備金 453 453 

その他利益剰余金 

圧縮記帳積立金 － 86 

別途積立金 24,000 24,000 

繰越利益剰余金 5,941 8,217 

利益剰余金合計 30,394 32,756 

自己株式 △12 △31 

株主資本合計 75,645 77,989 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 478 △1,652 

土地再評価差額金 7,241 7,241 

評価・換算差額等合計 7,720 5,589 

純資産合計 83,366 83,578 

負債純資産合計 162,951 154,949 
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(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 122,602 137,915 

売上原価 

製品期首たな卸高 4,997 5,005 

当期製品製造原価 103,078 120,905 

当期製品仕入高 8,374 2,902 

合計 116,450 128,813 

他勘定振替高 60 130 

製品期末たな卸高 5,005 5,529 

売上原価合計 111,383 123,154 

売上総利益 11,218 14,760 

販売費及び一般管理費 

販売費 4,978 4,653 

一般管理費 2,228 2,393 

販売費及び一般管理費合計 7,206 7,046 

営業利益 4,012 7,713 

営業外収益 

受取利息 103 84 

有価証券利息 2 3 

受取配当金 299 259 

投資有価証券売却益 83 － 

固定資産賃貸料 251 283 

その他 50 37 

営業外収益合計 790 668 

営業外費用 

支払利息 552 638 

出向者給与格差当社負担額 98 119 

固定資産賃貸費用 75 76 

その他 216 198 

営業外費用合計 942 1,032 

経常利益 3,860 7,349 

特別利益 

投資有価証券売却益 － 24 

補助金収入 － 156 

特別利益合計 － 181 

特別損失 

固定資産処分損 315 139 

たな卸資産処分損 212 94 

たな卸資産評価損 － 221 

投資有価証券評価損 192 1,316 

災害補償金 109 － 

減損損失 － 115 

その他 － 11 

特別損失合計 829 1,898 

税引前当期純利益 3,031 5,631 

法人税、住民税及び事業税 880 2,173 

法人税等調整額 215 581 

法人税等合計 1,095 2,754 

当期純利益 1,936 2,876 
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(注) 

  

 
  

   【製造原価明細書】

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)

区   分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 83,174 79.6 98,214 80.6

Ⅱ 労務費 4,413 4.2 4,733 3.9

  (うち賞与引当金繰入額) (567) (770)

Ⅲ 経費 16,970 16.2 18,874 15.5

  (うち電力費) (5,142) (6,564)

  (うち減価償却費) (4,282) (4,592)

  当期総製造費用 104,558 100.0 121,823 100.0

  半製品・仕掛品 
  期首たな卸高

3,546 4,926

合計 108,104 126,750

  他勘定振替高 99 115

  半製品・仕掛品 
  期末たな卸高

4,926 5,728

  当期製品製造原価 103,078 120,905

前事業年度 当事業年度

原価計算の方法は、工程別総合原価計算法を採用

している。

同左
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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 31,838 34,896 

当期変動額 

新株の発行 3,058 － 

当期変動額合計 3,058 － 

当期末残高 34,896 34,896 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 6,818 9,876 

当期変動額 

新株の発行 3,058 － 

当期変動額合計 3,058 － 

当期末残高 9,876 9,876 

その他資本剰余金 

前期末残高 － 491 

当期変動額 

自己株式の処分 491 － 

当期変動額合計 491 － 

当期末残高 491 491 

資本剰余金合計 

前期末残高 6,818 10,367 

当期変動額 

新株の発行 3,058 － 

自己株式の処分 491 － 

当期変動額合計 3,549 － 

当期末残高 10,367 10,367 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 359 453 

当期変動額 

剰余金の配当 93 － 

当期変動額合計 93 － 

当期末残高 453 453 

その他利益剰余金 

圧縮記帳積立金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

圧縮記帳積立金の積立 － 93 

圧縮記帳積立金の取崩 － △6 

当期変動額合計 － 86 

当期末残高 － 86 
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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) 

別途積立金 

前期末残高 20,000 24,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 4,000 － 

当期変動額合計 4,000 － 

当期末残高 24,000 24,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 9,548 5,941 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,543 △514 

当期純利益 1,936 2,876 

別途積立金の積立 △4,000 － 

圧縮記帳積立金の積立 － △93 

圧縮記帳積立金の取崩 － 6 

当期変動額合計 △3,607 2,276 

当期末残高 5,941 8,217 

利益剰余金合計 

前期末残高 29,907 30,394 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,449 △514 

当期純利益 1,936 2,876 

別途積立金の積立 － － 

圧縮記帳積立金の積立 － － 

圧縮記帳積立金の取崩 － － 

当期変動額合計 486 2,362 

当期末残高 30,394 32,756 

自己株式 

前期末残高 △2,056 △12 

当期変動額 

自己株式の処分 2,062 － 

自己株式の取得 △19 △18 

当期変動額合計 2,043 △18 

当期末残高 △12 △31 

株主資本合計 

前期末残高 66,508 75,645 

当期変動額 

新株の発行 6,116 － 

剰余金の配当 △1,449 △514 

当期純利益 1,936 2,876 

自己株式の処分 2,553 － 

自己株式の取得 △19 △18 

当期変動額合計 9,137 2,343 
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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) 

当期末残高 75,645 77,989 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 2,652 478 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,173 △2,131 

当期変動額合計 △2,173 △2,131 

当期末残高 478 △1,652 

土地再評価差額金 

前期末残高 7,241 7,241 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,241 7,241 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 9,894 7,720 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,173 △2,131 

当期変動額合計 △2,173 △2,131 

当期末残高 7,720 5,589 

純資産合計 

前期末残高 76,402 83,366 

当期変動額 

新株の発行 6,116 － 

剰余金の配当 △1,449 △514 

当期純利益 1,936 2,876 

自己株式の処分 2,553 － 

自己株式の取得 △19 △18 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,173 △2,131 

当期変動額合計 6,963 212 

当期末残高 83,366 83,578 
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該当事項はありません。 

 (4)【継続企業の前提に関する注記】
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（1）役員の異動 

  

役員の異動につきましては、本日開示しております「役員人事に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

  

（2）その他 

  

生産高比較 

(単位：屯) 

 
（注）三星金属工業㈱につきましては、前事業年度においては下期のみの数値です。 

  

売上高比較 

  

 
(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。 

  

6. その他

品  目 前事業年度 当事業年度 増  減

(19/4～20/3) (20/4～21/3)

  粗  鋼（単独） 1,379,807 1,274,344 △105,463

      （連結） 1,590,498 1,653,466    62,968

  鋼  材（単独） 1,429,399 1,208,771 △220,628

      （連結） 1,638,180 1,569,062  △69,118

品  目 項目 前事業年度 当事業年度 増  減

(19/4～20/3) (20/4～21/3)

数量 1,575,582 屯 1,240,420 屯 △335,162 屯

鋼  材 (単価) ( 70,667 円) （ 96,519 円) （ 25,852 円)

金額 111,341 百万円 119,724 百万円 8,382 百万円

そ の 他 金額 11,261 百万円 18,190 百万円 6,929 百万円

合  計 金額 122,602 百万円 137,915 百万円 15,312 百万円

(うち、輸出) （ 10,176 百万円） （ 15,244 百万円） （ 5,067 百万円）
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