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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 194,345 7.0 26,270 52.8 25,388 43.9 14,009 26.5
20年3月期 181,576 14.3 17,189 △19.9 17,642 △19.1 11,070 △29.2

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 318.72 ― 12.4 15.9 13.5
20年3月期 253.66 ― 10.8 10.5 9.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △799百万円 20年3月期  596百万円

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 153,711 119,154 77.0 2,693.38
20年3月期 166,572 107,846 64.3 2,437.25

（参考） 自己資本   21年3月期  118,387百万円 20年3月期  107,129百万円

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 12,615 △4,126 △1,794 20,850
20年3月期 17,601 △10,059 △7,089 14,155

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00 1,319 11.8 1.3
21年3月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00 1,758 12.6 1.6
22年3月期 

（予想）
― 15.00 ― 25.00 40.00 18.7

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）

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、３ページ、１．経営成績 （１）経営成績に関する分析をご覧ください。 
２．当社は、東京鐵鋼株式会社と、平成21年10月１日（予定）をもって株式移転により共同持株会社を設立する予定です。なお、上記の配当予想及び業績
予想については、現在の当社組織を前提に算定しており、新会社の配当予想及び業績予想については、改めて発表する予定です。 

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 
連結累計期間

58,000 △49.9 7,500 5.4 7,800 0.3 4,600 18.7 104.65

通期 120,000 △38.3 15,500 △41.0 16,000 △37.0 9,400 △32.9 213.86

hterada
会社ロゴ（英字）



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、13ページからの「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、並びに17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」をご覧下さい。 

(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、27ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 44,898,730株 20年3月期 44,898,730株
② 期末自己株式数 21年3月期  943,974株 20年3月期  943,904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 153,896 7.1 21,219 59.2 21,589 61.1 12,084 42.4
20年3月期 143,676 19.4 13,329 △13.7 13,402 △11.7 8,483 △21.8

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
円 銭 円 銭

21年3月期 274.91 ―
20年3月期 194.37 ―

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 125,430 101,424 80.9 2,307.45
20年3月期 135,872 90,589 66.7 2,060.97

（参考） 自己資本 21年3月期  101,424百万円 20年3月期  90,589百万円



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年９月のリーマン・ショック以降深刻化した世界的な金融危機の影響を

受けて急速に後退局面に入り、経営環境は下半期に至り急速かつ著しく悪化しました。

　日本の鉄鋼業界では、世界的な鉄鋼需要の拡大が一気に転換期を迎え、下半期以降急速に需要が縮小したため、粗

鋼生産量は１億550万トンと、前年度対比13.2％の大幅な減少となりました。

　当社の属する普通鋼電炉業界では、主な需要先である建設分野において、公共投資の縮減に加えて民間建設投資の

減退により、建設用鋼材の需要が急減しました。一方、主原料である鉄スクラップ価格は、年度前半までは急騰し、

夏以降に急落するなど激しい値動きを示しました。

　このような状況の下、当社グループは、鋼材需要と鉄スクラップ価格の動向を見極めながら、いち早く減産を行う

等、需要に見合った生産・販売に徹し、製品価格と鉄スクラップ価格との売買価格差の確保に努めました。

　財務面では、鉄スクラップの支払い条件見直しにより、期中で現金支出が増加したものの、当連結会計年度末の当

社グループの借入金残高は1,537百万円と、前連結会計年度末対比で390百万円の減少となり、有利子負債の圧縮が進

みました。

　これらの結果、当連結会計年度の当社グループ業績については、連結売上高は194,345百万円と前期対比12,769百万

円（7.0％）の増収となりました。連結営業利益は26,270百万円と前期対比9,081百万円（52.8％）の増益、連結経常

利益は25,388百万円と前期対比7,746百万円（43.9％）の増益となりました。連結当期純利益は14,009百万円と前期対

比2,939百万円（26.5％）の増益となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下の通りです。

 

① 鉄鋼事業

　当事業部門では、昨年秋以降の経済環境の悪化により、建設鋼材の需要が著しく減少したため、製品販売数量は前

期に比べ約36万トン（17.4％）減少しました。

　主原料である鉄スクラップ価格は、激しい値動きを示した１年となりました。昨年初めから夏まで急騰を続け、７

月中旬には、指標であるＨ２上級屑でトン当たり７万円を超えました。その後急落して11月上旬にはトン当たり１万

円を切る水準となりました。年度末にはトン当たり２万円近くまで戻り、年度平均では前期対比トン当たり約４千円

上昇した約４万４千円となりました。

　一方、販売面では、鉄スクラップ価格の急騰に対応して製品価格の上昇に努め、主力の鉄筋棒鋼で昨年８月にトン

当たり11万円台の製品価格を実現しました。その後世界的な金融危機により需要が激減してからは、減産による需給

の引き締めを行い、製品価格急落の抑制に努めました。その結果、年度平均出荷価格は前期対比30％上昇となるトン

当たり８万９千円となり、製品価格と鉄スクラップ価格との売買価格差は、年度平均で約１万７千円拡大し、利益の

確保につながりました。

　以上の結果、売上高は185,930百万円と前期対比12,882百万円（7.4％）の増収となり、営業利益は24,411百万円と

前期対比9,690百万円（65.8％）の増益となりました。

 

② 環境リサイクル事業

　当事業部門では、電気炉による高温熱溶融リサイクルの需要が概ね堅調であり、連結子会社である共英リサイクル

株式会社が保有するガス化溶融炉は順調に稼働したものの、産業活動の停滞等に伴い、産業廃棄物の処理量は微減と

なりました。

　その結果、売上高は7,992百万円と前期対比で86百万円（1.1％）の減収となり、営業利益は2,451百万円と前期対比

487百万円（16.6％）の減益となりました。

 

③ その他の事業

　当事業部門では、子会社を通じて、土木資材の販売および保険代理店業等を行っており、売上高は424百万円と前期

対比で27百万円（6.1％）の減収となり、営業利益は33百万円と、前期対比若干の増益となりました。

 

　次期の当社グループの業績見通しについては、日本経済が信用収縮と全般的な需要減退の最中にあり、建設用鋼材

需要は引き続き低水準で推移するものと考えます。一方、原料の鉄スクラップ価格は、世界的な需要減退の中で急騰

することは考えにくいものの、中国など経済新興国の需要動向を注視していく必要があります。

　このような経営環境の予測に基づき、当社グループは、鉄スクラップ価格と鋼材需要の動向を見極めながら、十分

な売買格差が確保できるよう、需要に見合った生産・販売に徹するとともに、引き続きコスト削減の推進に努めてま

いります。

　業績予想については、連結売上高120,000百万円、連結営業利益15,500百万円、連結経常利益16,000百万円、連結当

期純利益9,400百万円を見込んでおります。なお、当社は、東京鐵鋼株式会社と、平成21年10月１日（予定）をもって、

株式移転により共同持株会社を設立する予定です。新会社の業績予想については、改めて発表する予定です。



(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.4％減少し、70,288百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度

末に比べて5.3％減少し、83,422百万円となりました。これは、保有株式の時価が低下したため投資有価証券が3,139

百万円減少したことなどによります。

　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ7.7％減少し、153,711百万円となりました。

（ロ）負債

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて45.0％減少し、28,051百万円となりました。これは未払法人税等が4,260百

万円増加したものの、主原料である鉄スクラップ価格の急落及び鉄スクラップの支払い条件変更により、支払手形及

び買掛金が28,045百万円減少したこと等によります。固定負債は前連結会計年度末に比べて15.6％減少し、6,506百万

円となりました。これは、長期借入金が406百万円、繰延税金負債が923百万円減少したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて41.2％減少し、34,557百万円となりました。

（ハ）純資産

　純資産合計は、当期純利益の確保により利益剰余金が12,685百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比

べて10.5％増加し、119,154百万円となりました。１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ256円13銭増加し、

2,693円38銭となりました。また自己資本比率は、前連結会計年度末の64.3％から、77.0％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（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて6,694百万円

増加し、20,850百万円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の

通りです。

（イ）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12,615百万円の収入となり前期対比4,986百万円の減少となりました。主な内

訳としては、税金等調整前当期純利益23,388百万円、減価償却費4,869百万円、売上債権の減少額12,429百万円による

資金の増加、仕入債務の減少額28,045百万円、法人税等の支払額5,643百万円等による資金の減少等です。

（ロ）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4,126百万円の支出となり、前期対比5,933百万円の支出減少となりました。

主な内訳としては、有形固定資産の取得による支出4,231百万円等です。

（ハ）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1,794百万円の支出となり、前期対比5,296百万円の支出減少となりました。

主な内訳としては、長期借入金の返済による支出866百万円、配当金の支払額1,318百万円等です。

当社のキャッシュ・フロー指標等のトレンドは以下の通りです。

 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  58.2％ 64.3％ 77.0％

 時価ベースの自己資本

比率
78.8％  70.9％  55.2％

 キャッシュ・フロー対

有利子負債比率
76.2％ 11.1％ 12.2％

 インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
 13.1倍 27.9倍 30.8倍

(注)１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

    - 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

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、当社の企業価値を高めることが株主への最大の利益還元となると考えております。利益配当金については、

長期的観点から事業成長と企業体質強化のための投資に必要な内部留保を確保しつつ、安定配当の継続と合理的な成

果の配分を目指す方針です。利益配分の指標として、連結配当性向20％の水準を目標とします。

　当期の期末配当金については、１株当たり25円とし、既に実施しました中間配当金15円と合わせて年間配当金は前

期より10円増配の40円とさせていただきます。

次期の１株当たり配当金については、中間期末15円、期末25円の年間40円を予想しております。なお、当社は東京鐵

鋼株式会社と、平成21年10月１日（予定）をもって株式移転により共同持株会社を設立する予定であり、期末配当金

及び利益分配に関する基本方針については、共同持株会社設立後に、改めて発表する予定です。

(4）事業等のリスク

　最近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省

略しております。

 

２．企業集団の状況

　最近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における「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ております。

 

３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、鉄鋼事業を中核とした資源循環型事業を通じて社会と共生し、日本経済と地域社会の発展に貢献

することを経営の基本方針とし、これを経営理念に定めています。この方針の具体的な実現を図るために、コンプラ

イアンスを徹底する経営風土を作り出すこと、進取と変革を恐れない挑戦する企業風土を醸成すること、メーカーの

原点である現場重視の経営体制を構築することを柱とした行動指針に基づいた組織作りに努め、グループの総力を挙

げて取り組んでまいります。

　(2) 東京鐵鋼株式会社との経営統合について

　当社は、昨年５月に東京鐵鋼株式会社と包括的技術提携契約を締結し、両社間で技術交流を進めてまいりました。

その過程で、両社の持つ経営資源、ノウハウを融合することにより、企業価値向上を実現できる可能性を認識しまし

た。技術や業務の提携に留まらず、経営統合に踏み切ることが両社の成長のために最善の選択であるとの共通認識が

両社間で醸成され、本年３月に、持株会社設立による経営統合に関する基本合意に達しました。本件については、共

英製鋼及び東京鐵鋼間における本件株式移転に係る確定契約の締結、株主総会の承認、公正取引委員会等の関係当局

の承認、許認可の取得等、本件株式移転に関する諸条件が充足されること、その他本件株式移転に支障を来たすおそ

れのある重要な事由が発生しないことを前提として、本年10月１日に持株会社を設立し、経営統合を行う予定として

います。現在統合委員会で、統合準備を進めています。

(3）目標とする経営指標

　平成20年４月に同年度を初年度として３ヵ年にわたる第四次中期経営計画を策定し、次の三点の中長期成長戦略を

定めました。第一点は、建設需要の減退傾向と供給能力過剰の中の成長モデルとして、業界再編・統合の基軸カンパ

ニーになることです。第二点は、総合リサイクル企業として、電気炉による熱溶融とガス化溶融炉によるリサイクル

を一層拡充し、循環型社会構造の構築という社会の要請に応えてまいります。第三点は、従来の海外事業の成功経験

を活かし、今後一層の経済成長が期待できるベトナムを中心とした発展途上国の鉄鋼事業に注力し、成長する市場の

果実を目指します。

　これらの成長戦略の基盤となる経営指標としては、総資産事業利益率（ＲＯＡ）15％の達成に加えて、株主資本利

益率（ＲＯＥ）12％の達成を目標としています。また、経営の基本において、投資選択と事業所運営については、最

高の資本効率で、最強のコスト競争力を持つ地域No.1ミルの総合体の実現を目指しています。



(4）会社の対処すべき課題

　当社グループの主要セグメントである鉄鋼事業と環境リサイクル事業の課題は以下の通りです。

① 鉄鋼事業

　鉄鋼事業の収益は、主として需給バランスによって変動する鉄鋼市況に依存しています。当社の属する普通鋼電炉

業界は、主原料である鉄スクラップ市況が、近年国内の需給バランスよりも、海外マーケットの変動に大きく左右さ

れる傾向にあります。同様に、製品市況もその影響を受けますが、当社の主力製品である鉄筋棒鋼は、きめ細かなデ

リバリー、高い製品品質などユーザーからのニーズに迅速かつ的確に応えていることが海外からの輸入障壁となって

おり、輸入品の脅威は現時点ではあまり大きくはありません。鉄筋棒鋼の市況は主として国内の需給バランスに左右

される傾向にあります。近年、電炉業界では需要に見合った生産・販売体制が浸透しつつありますが、当社は、需要

が減少すれば減産・減販体制で対応してまいりました。これにより、平成18年３月期には過去最高益を実現し、当期

も高い水準の利益計上を実現することができました。しかし、依然として国内には37社の同業電炉メーカーが存在し

ており、公共土木需要が既に縮減、建設需要も漸減していくことが予想される中、現在の供給構造のままでは需給均

衡は難しいものと認識しています。当社は、鉄筋棒鋼以外の製品（構造用棒鋼、平鋼、Ｉ形鋼、山形鋼等）の販売比

率を上げ、また、昨今、そのニーズが高まっている高強度鉄筋、ネジ節鉄筋および継ぎ手商品など付加価値の高い製

品の販売強化にも注力し、鉄鋼事業の収益の安定化を図っています。更に、業界構造改善の基軸カンパニーとして、

再編・統合を通じて事業効率の向上を目指してまいります。本年３月に合意した東京鐵鋼株式会社との共同持株会社

化による経営統合はこの戦略の重要な一環として円滑な実現を図り、統合効果の早期実現により企業価値を高めてま

いります。

② 環境リサイクル事業

　当社の環境リサイクル事業は、資源循環型社会の到来により産業廃棄物を適正に処理することが求められる中、電

気炉によるクリーンかつ適正な熱溶融処理が取引先からも認知・信頼され、当社グループでの処理ニーズはますます

高まっています。しかしながら、電気炉での処理には能力上の制約があり、取引先からの要請に応えるにも限界に近

づきつつあります。また、平成17年１月に施行された自動車リサイクル法で廃車の適正処理に関する法制度化の下、

廃車処理の過程で発生するシュレッダーダスト（ＡＳＲ）の適正処理に関する社会からの要請が高まりました。そこ

で、当社山口事業所敷地内にガス化溶融炉設備と破砕シュレッダー装置を建設し、産業廃棄物、ＡＳＲなどの適正処

理の増大を図っています。ガス化溶融炉は新しい技術を用いた設備であり、立ち上がり操業安定化に腐心していまし

たが、設備納入メーカーである住友金属工業株式会社と共同で、操業安定化を実現しました。電炉溶融とガス化溶融

炉との最適結合を実現することにより、当社の環境リサイクル事業の発展と一層の社会貢献を図ってまいります。



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 14,395 20,120

受取手形及び売掛金 42,218 29,789

有価証券 615 500

たな卸資産 18,505 －

商品及び製品 － 8,957

原材料及び貯蔵品 － 7,526

繰延税金資産 597 908

その他 2,186 2,525

貸倒引当金 △47 △37

流動資産合計 78,468 70,288

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※3  33,964 ※3  34,510

減価償却累計額 △17,887 △18,840

建物及び構築物（純額） ※3  16,078 ※3  15,671

機械装置及び運搬具 ※3  79,323 ※3  80,433

減価償却累計額 △57,489 △58,762

機械装置及び運搬具（純額） ※3  21,834 ※3  21,671

土地 ※2,3  27,198 ※2,3  27,184

建設仮勘定 256 333

その他 ※3  1,859 ※3  2,010

減価償却累計額 △1,403 △1,464

その他（純額） ※3  456 ※3  546

有形固定資産合計 ※6,7  65,821 ※6,7  65,405

無形固定資産 1,178 1,240

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  15,869 ※1  12,731

長期貸付金 266 424

繰延税金資産 114 204

その他 ※1  4,967 ※1  3,763

貸倒引当金 △110 △343

投資その他の資産合計 21,105 16,778

固定資産合計 88,104 83,422

資産合計 166,572 153,711



（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 ※3  39,752 11,707

短期借入金 － ※3,5  300

1年内返済予定の長期借入金 ※3  866 ※3  582

未払法人税等 2,536 6,795

賞与引当金 627 644

役員賞与引当金 181 215

その他 ※3  7,055 7,807

流動負債合計 51,018 28,051

固定負債   

長期借入金 ※3  1,060 ※3  654

繰延税金負債 1,763 840

再評価に係る繰延税金負債 ※2  3,995 ※2  3,989

退職給付引当金 358 436

役員退職慰労引当金 413 469

その他 120 117

固定負債合計 7,708 6,506

負債合計 58,727 34,557

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,516 18,516

資本剰余金 21,493 21,493

利益剰余金 61,066 73,752

自己株式 △972 △972

株主資本合計 100,103 112,788

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,121 1,095

土地再評価差額金 ※2  4,749 ※2  4,764

為替換算調整勘定 156 △260

評価・換算差額等合計 7,026 5,599

少数株主持分 717 767

純資産合計 107,846 119,154

負債純資産合計 166,572 153,711



（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 181,576 194,345

売上原価 154,120 157,674

売上総利益 27,456 36,672

販売費及び一般管理費 ※1,2  10,267 ※1,2  10,402

営業利益 17,189 26,270

営業外収益   

受取利息 62 56

受取配当金 211 221

持分法による投資利益 596 －

その他 297 222

営業外収益合計 1,166 499

営業外費用   

支払利息 606 458

持分法による投資損失 － 799

その他 107 124

営業外費用合計 714 1,381

経常利益 17,642 25,388

特別利益   

固定資産除売却益 ※3  12 ※3  15

貸倒引当金戻入額 5 12

貯蔵品受贈益 52 －

過年度損益修正益 － ※4  104

保険解約返戻金 25 －

その他 2 11

特別利益合計 95 142

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  304 ※3  513

減損損失 167 66

借入金利スワップ解約損等 3 －

投資有価証券売却損 － 312

投資有価証券評価損 － 1,207

その他 69 44

特別損失合計 543 2,142

税金等調整前当期純利益 17,195 23,388

法人税、住民税及び事業税 5,946 9,853

法人税等調整額 39 △576

法人税等合計 5,985 9,277

少数株主利益 139 102

当期純利益 11,070 14,009



（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 18,516 18,516

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,516 18,516

資本剰余金   

前期末残高 19,362 21,493

当期変動額   

自己株式の処分 2,131 －

当期変動額合計 2,131 －

当期末残高 21,493 21,493

利益剰余金   

前期末残高 51,950 61,066

当期変動額   

剰余金の配当 △1,951 △1,319

当期純利益 11,070 14,009

土地再評価差額金の取崩 △3 △5

当期変動額合計 9,116 12,685

当期末残高 61,066 73,752

自己株式   

前期末残高 △1,899 △972

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 927 －

当期変動額合計 927 △0

当期末残高 △972 △972

株主資本合計   

前期末残高 87,928 100,103

当期変動額   

剰余金の配当 △1,951 △1,319

当期純利益 11,070 14,009

土地再評価差額金の取崩 △3 △5

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 3,058 －

当期変動額合計 12,174 12,685

当期末残高 100,103 112,788



（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 5,451 2,121

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,329 △1,026

当期変動額合計 △3,329 △1,026

当期末残高 2,121 1,095

土地再評価差額金   

前期末残高 4,746 4,749

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 15

当期変動額合計 3 15

当期末残高 4,749 4,764

為替換算調整勘定   

前期末残高 196 156

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41 △416

当期変動額合計 △41 △416

当期末残高 156 △260

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,393 7,026

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,367 △1,427

当期変動額合計 △3,367 △1,427

当期末残高 7,026 5,599

少数株主持分   

前期末残高 578 717

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 139 50

当期変動額合計 139 50

当期末残高 717 767

純資産合計   

前期末残高 98,899 107,846

当期変動額   

剰余金の配当 △1,951 △1,319

当期純利益 11,070 14,009

土地再評価差額金の取崩 △3 △5

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 3,058 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,228 △1,377

当期変動額合計 8,946 11,308

当期末残高 107,846 119,154



（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 17,195 23,388

減価償却費 4,738 4,869

減損損失 167 66

引当金の増減額（△は減少） 133 408

持分法による投資損益（△は益） △596 799

投資有価証券売却損益（△は益） － 312

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,207

固定資産除売却損益（△は益） 292 497

受取利息及び受取配当金 △273 △277

支払利息 606 458

売上債権の増減額（△は増加） ※2  4,485 ※2  12,429

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,521 2,022

仕入債務の増減額（△は減少） 207 △28,045

その他 △300 125

小計 23,133 18,258

利息及び配当金の受取額 374 409

利息の支払額 △630 △410

法人税等の支払額 △5,276 △5,643

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,601 12,615

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 △611 △541

定期預金の払戻による収入 787 370

有価証券等の取得による支出 △499 △124

有価証券等の売却及び償還による収入 600 624

投資有価証券の取得による支出 △2,895 △1,486

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 1,660

貸付けによる支出 △311 △208

貸付金の回収による収入 42 138

有形固定資産の取得による支出 △7,071 △4,231

有形固定資産の売却による収入 27 53

無形固定資産の取得による支出 △79 △242

その他 △49 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,059 △4,126

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） △1,388 300

長期借入れによる収入 500 193

長期借入金の返済による支出 △7,245 △866

借入金利スワップ解約等による支出 △3 －

割賦債務の返済による支出 △61 △50

配当金の支払額 △1,951 △1,318

自己株式の処分による収入 3,058 －

少数株主への配当金の支払額 － △52

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,089 △1,794

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 452 6,694

現金及び現金同等物の期首残高 13,703 14,155

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  14,155 ※1  20,850



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

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）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　８社
主要な連結子会社の名称

　　関東スチール㈱
　　共英建材工業㈱
　　共英産業㈱
　　㈱共英メソナ
　　共英リサイクル㈱
　　共英加工販売㈱
　　㈱ケイ・ワイコーポレーション
　　㈲春光社

(1）連結子会社の数　　　  ８社

　　　　　 同左
 

 (2）主要な非連結子会社の名称等
㈲キョウエイ環境

(2）主要な非連結子会社の名称等

　　　　　 同左
 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、合計
の総資産、売上高、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等はいずれも連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

　　　　　 同左

２　持分法の適用に関する事
項

(1）持分法適用関連会社の数　３社
会社等の名称
ビナ・キョウエイ・スチール社
中山鋼業㈱
千代田鋼鉄工業㈱

(1）持分法適用関連会社の数　３社

　　　　　 同左
 

 (2）持分法を適用しない非連結子会社及び
関連会社のうち主要な会社等の名称
㈲キョウエイ環境
チーバイ・インターナショナル・
ポート社
ビナ・ジャパン・エンジニアリング
社
共備運輸興業㈱
関西棒鋼㈱
中部棒鋼㈱
九州棒鋼㈱

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び
関連会社のうち主要な会社等の名称
㈲キョウエイ環境
チーバイ・インターナショナル・
ポート社
ビナ・ジャパン・エンジニアリング
社
共備運輸興業㈱
 

※前連結会計年度における持分法を適
用しない関連会社のうち、関西棒鋼
㈱、中部棒鋼㈱、九州棒鋼㈱の３社
については、当連結会計年度中に清
算が結了しております。

 
 （持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純
損益（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等からみて、持分法
の対象から除いても連結財務諸表に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ全体としても
重要性がないためであります。

（持分法を適用しない理由）

　　　　　 同左

 (3）持分法適用会社のうち、決算日が連結
決算日と異なる会社については、各社の
事業年度にかかる財務諸表を使用してお
ります。

(3）　　　　　 同左

３　連結子会社の事業年度等
に関する事項

　　連結子会社の決算日は連結決算日と一
致しております。

　　　　　 同左



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）

４　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

①　有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

①　有価証券
その他有価証券
時価のあるもの

　　　　　 同左

 時価のないもの
移動平均法による原価法

時価のないもの
　　　　　 同左

 ②　デリバティブ
時価法

②　デリバティブ
　　　　　 同左

 ③　たな卸資産
商品、製品、半製品、原材料及び貯蔵
品

総平均法に基づく原価法
なお、貯蔵品の一部は最終仕入原
価法

③　たな卸資産
 商品、製品、半製品、原材料及び貯蔵
品

　　　　　　　　同左　

 ロール
個別法に基づく原価法

ロール
　　　　　　　　同左　

(注)いずれも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り
下げの方法により算定しております。

  
 

  （会計方針の変更）
　棚卸資産については、従来、主として
総平均法に基づく原価法によっておりま
したが、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
基準第９号 平成18年７月５日公表分)を
適用しております。
　これに伴い、主として総平均法に基づ
く原価法（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り下げの方
法）により算定しております。
　これにより、当連結会計年度の営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期純利
益が342百万円それぞれ減少しておりま
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。

(2）重要な減価償却資産の
減価償却の方法

①　有形固定資産
　当社及び連結子会社のうち４社につい
ては定額法を採用し、その他の連結子会
社については定率法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下の通りであ
ります。

建物及び構築物　　　　３～60年
機械装置及び運搬具　　２～17年

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　　 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、当連結会計年度か
ら、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
く減価償却の方法に変更しております。
 当該変更に伴う損益に与える影響は、
軽微であります。

  （会計方針の変更）

──────



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）
１　当連結会計年度から、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産について
は、償却可能限度額まで償却が終了した
翌年度から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、営業利益、経
常利益、税金等調整前当期純利益がそれ
ぞれ368百万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、
（セグメント情報）に記載しております。

（追加情報）
１　

　──────

 ２　

         ──────

２  平成20年度の法人税法の改正に伴い、
当連結会計年度より主として機械装置の
耐用年数を変更しております。
 これにより、当連結会計年度の営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期純利
益はそれぞれ160百万円減少しておりま
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。

 ②　無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、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）に基づく定額法によっておりま
す。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 ③　リース資産

──────

③　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
を零とする定額法を採用しております。
 
　なお、所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうち、リース取引開始日が
平成20年３月31日以前のリース取引につ
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。

(3）重要な引当金の計上基
準

①　貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に
充てるため、将来の支給見込額のうち当
連結会計年度の負担額を計上しておりま
す。

②　賞与引当金

同左

 ③　役員賞与引当金
　役員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、将来の支給見込額のうち当連
結会計年度の負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金

同左



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）

 ④　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当連
結会計年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、当連結会計
年度末において発生していると認められ
る額を計上しております。
　過去勤務債務については、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により按分
した額を費用処理しております。
　数理計算上の差異については、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しております。

④　退職給付引当金

　             同左
 

 ⑤　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、
内規に基づく期末要支給額を計上してお
ります。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

(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。

──────

(5）重要なヘッジ会計の方
法

①　ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。な
お、金利スワップについて特例処理の要
件を満たしている場合には、特例処理を
採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段　金利スワップ
・ヘッジ対象　借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針
　借入金の金利変動リスクを回避する目
的で金利スワップ取引を行っており、
ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って
おります。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法
　各取引毎にヘッジ手段取引額とヘッジ
対象取引額との比較を行うことにより
ヘッジの有効性評価を行っております。
ただし、特例処理の要件を満たしている
金利スワップについては、有効性の判定
を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作
成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。

①　消費税等の会計処理

同左

 ②　連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しております。

②　連結納税制度の適用
同左

５　連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい
ては、全面時価評価法を採用しております。 同左

６　のれん及び負ののれんの
償却に関する事項

　20年以内のその効果の及ぶ期間にわ
たって規則的に償却しております。ただ
し、金額的に重要性の低い場合は、発生
年度に一括して償却しております。
　当連結会計年度については、該当事項
がありません。
 

同左

７　連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の変動
について僅少なリスクしか負わない取得日
から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期
投資からなっております。

同左



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

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）

　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））の変更に伴い、当連結会計年度か

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。
　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、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しており
ます。
　この変更による当連結財務諸表への影響はありませ
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）

（連結貸借対照表関係）

　  前連結会計年度まで「現金及び預金」に含めて表示し

ておりました譲渡性預金は、「金融商品会計に関する実

務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14

号 平成19年７月４日最終改正）及び「金融商品会計に関

するＱ＆Ａ」（日本公認会計士協会 会計制度委員会　平

成19年11月６日最終改正）において有価証券として取り

扱うこととされたため、当連結会計年度より「有価証券」

として表示することとしております。なお、譲渡性預金

の残高は、前連結会計年度末は1,800百万円、当連結会計

年度末はありません。

（連結貸借対照表関係）

　 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「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」「原材

料及び貯蔵品」は、それぞれ10,076百万円、8,429百万

円であります。

（連結損益計算書関係）

１　前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて

表示しておりました「固定資産除売却益」は、特別利益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。な

お、前連結会計年度における「固定資産除売却益」の金

額は３百万円であります。

２　前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて表

示しておりました「保険解約返戻金」は、特別利益の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「保険解約返戻金」の

金額は37百万円であります。 

（連結損益計算書関係）

──────

──────



追加情報

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）

　当社と東京鐵鋼株式会社（以下「東京鐵鋼㈱」といいます。）は、このたび、株式移転により共同持株会社を設立す

ることについて基本合意に達し、平成21年３月18日開催の両社の取締役会において、当該株式移転に係る基本合意書の

締結について決議致しました。

　当該株式移転に関する事項の概要は以下の通りであります。

 

 １　当該株式移転の目的

  　  当社と東京鐵鋼㈱は、いずれも電気炉で鉄鋼製品を生産する普通鋼電炉メーカーであり、鉄筋コンクリート造や

鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物に使用される鉄筋棒鋼の製造・販売を主力事業としております。

  　  日本の普通鋼電炉業界では、経済構造の成熟化と低成長の中で建設需要が今後も減少し、業界全体の事業規模は

縮小傾向が続くものと想定されます。このような経営環境の厳しさは今後ますます増していくものと考えられます

ので、現在の供給構造は淘汰が避けられず、競争力に優れた企業グループへの再編・統合が必至であります。

  　  一方、両社は平成20年５月８日に包括的技術提携に関する合意書を締結し、両社がともに手掛けるねじ節鉄筋の

規格統一化と環境リサイクル事業の拡大を目的に、提携委員会を組織し、技術交流を図って参りました。その過程

で、両社の持つ経営資源、ノウハウの有効活用によりシナジー効果を最大限に高め、企業価値向上を実現できる可

能性を認識いたしました。この実現のためには、技術や業務の提携に留まらず、経営統合に踏み切ることが必要で

あり、ひいては健全なる企業存続と成長のために最善の選択であるとの共通認識が両社間で醸成され、今回の合意

に至りました。

  　  両社の事業は、地域的に競合するところが少なく、主として名古屋圏以西に事業基盤を有する当社と関東地方を

中心として東日本において事業基盤を有する東京鐵鋼㈱とが今回の経営統合を実現することによって、全国的な供

給ネットワークを構築できることになります。この結果、統合後の会社は、安定的な供給体制と豊かな品揃え等に

より、ユーザーにとって利便性に優れた、顧客満足度の高い企業集団になるものと確信しております。

  　　経営統合にあたっては、両社の特徴ある事業基盤を活かすため、お互いの歴史、企業文化等を尊重しつつ、対等

の精神で経営統合を推進して参ります。

      今回の経営統合により、両社の人材、ノウハウ、保有資産、財務力等の経営資源を結集して、その有効活用と経

営効率の向上を図ります。そして、諸施策の速やかな実行により、グループ全体の企業価値の向上を実現し、株主、

取引先、従業員、地域社会等、全てのステークホルダーの期待に応えて参る所存です。

 

　２　当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の概要等

　  ①　当該株式移転の方法

　　    当社及び東京鐵鋼㈱は、平成21年10月１日（予定）をもって共同株式移転を行い（以下「本件株式移転」とい

います。）、両社の発行済株式の全部を新たに設立する共同持株会社に取得させるとともに、当社及び東京鐵鋼

㈱の株主に対し、共同持株会社が本件株式移転に際して発行する新株式を割り当てる予定です。ただし、今後手

続きを進める中で、やむを得ない状況が生じた場合には、両社協議の上、日程又は統合形態を変更する場合があ

ります。

 

　　②　株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の概要等

　　    ⅰ）株式移転に係る割当ての内容

　　        株式移転に際して両社の株式に割り当てられる共同持株会社の普通株式数の比率（以下「株式移転比率」

といいます。）を、以下の通りとします。

会社名 共英製鋼株式会社 東京鐵鋼株式会社

　株式移転に係る割当ての内容

　（株式移転比率）
　１ 　0.15

 （注１） 当社の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式１株を、また、東京鐵鋼㈱の普通株式１株に

対して、共同持株会社の普通株式0.15株を割当交付致します。ただし、上記株式移転比率は、算定の

基礎となる諸条件に著しく重大な変更が生じた場合は、両社協議の上、変更することがあります。

　（注２） 共同持株会社における単元株式数は100株となります。当社又は東京鐵鋼㈱の株式を単元株式数以上保

有する株主に対しては、単元株式数以上が割当交付される予定です。なお、本件株式移転により東京

鐵鋼㈱の株主に交付する共同持株会社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合には、会社

法第234条その他関係法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分に応じた金額をお支

払い致します。



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）

　（注３） 共同持株会社が本件株式移転に際して発行する株式数（予定）

普通株式　50,962,656株

　上記の株式数については、平成20年12月末における両社の発行済株式数に基づき記載しております。

ただし、両社は、本件株式移転の効力発生時点でそれぞれが保有する自己株式のうち実務上消却可能

な範囲の株式を消却することを予定しているため、平成20年12月末時点で両社が保有する自己株式は、

上記の共同持株会社が本件株式移転に際して発行する株式数の算定にあたって除外しております。

なお、両社が、平成20年12月末以降本件株式移転の効力発生までに取得する自己株式についても実務

上消却可能な範囲で消却することを予定していること等により、共同持株会社が本件株式移転に際し

て発行する株式数は変動することがあります。

 

　　　　ⅱ）株式移転の日程

　基本合意書承認取締役会（両社）　 　平成21年３月18日（水）　

　基本合意書締結（両社） 　平成21年３月18日（水）

　定時株主総会基準日（両社） 　平成21年３月31日（火）

　確定契約及び株式移転計画承認取締役会（両社） 　平成21年５月20日（水）（予定）

　確定契約締結（両社） 　平成21年５月20日（水）（予定）

　株式移転計画承認定時株主総会（両社） 　平成21年６月26日（金）（予定）

　東京証券取引所上場廃止日（両社） 　平成21年９月25日（金）（予定）

　大阪証券取引所上場廃止日（当社） 　平成21年９月25日（金）（予定）

　共同持株会社設立登記日（効力発生日） 　平成21年10月１日（木）（予定）

　共同持株会社上場日 　平成21年10月１日（木）（予定）

　  　ただし、今後手続きを進める中で、やむを得ない状況が生じた場合には、両社協議の上、上記日程を変更す

る場合があります。

 

　　　　ⅲ）株式移転計画の内容

　　 　　　株式移転計画は、今後両社協議の上で速やかに作成し、その内容が決定次第、両社取締役会にて承認を受け

る予定であります。

 

　３　当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純

資産の額、総資産の額及び事業の内容

① 　商号 　共英東京鐵鋼ホールディングス株式会社

② 　本店の所在地 　大阪市北区堂島浜一丁目４番16号

③ 　代表者の氏名 　代表取締役会長　吉原　毎文　（現 東京鐵鋼㈱　代表取締役社長）

　代表取締役社長　吉岡　龍太郎（現 当社　代表取締役社長）

④ 　資本金の額 　未定

⑤ 　純資産の額 　未定

⑥ 　総資産の額 　未定

⑦ 　事業の内容 　各種鋼材、鉄鋼製品及び鉄筋の機械式継手の製造・加工・販売業、一

般・産業廃棄物の収集・運搬・処分業、並びに廃棄物再生資源化事業を

行うグループ会社の経営計画・管理及びそれに附帯する業務

 

　４　当該株式移転に伴う会計処理の概要

　　 本件株式移転は、企業結合会計基準における「取得」に該当するため、パーチェス法を適用することが見込まれ

ておりますが、現時点ではのれんの金額等を見積もることができないため、金額及び償却年数等については、確定

次第お知らせ致します。

 



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　非連結子会社及び関連会社に対するものは、以下の
通りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、以下の
通りであります。

投資有価証券（株式）   5,333百万円
投資その他の資産「その他」
（出資金）

   2,068百万円

投資有価証券（株式）    5,532百万円
投資その他の資産「その他」
（出資金）

    642百万円

※２　「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）に基づき、事業用の土地の再評価を
行い、当該再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日公布政令第119号）第２条第４号に定めると
ころの、地価税の計算のために公表された方法に
より算定した価額に合理的な調整を行う方法に
よっております。

・再評価を行った年月日　　　平成12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　　　   　△5,853百万円

※２　「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）に基づき、事業用の土地の再評価を
行い、当該再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日公布政令第119号）第２条第４号に定めると
ころの、地価税の計算のために公表された方法に
より算定した価額に合理的な調整を行う方法に
よっております。

・再評価を行った年月日　　　平成12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　　　   　△5,999百万円

※３　担保に供している資産
　金融機関の借入金及び取引上の債務に対する保証と
して資産の一部が担保に供されており、その内訳は以
下の通りであります。
担保提供資産

※３　担保に供している資産
　金融機関の借入金に対する保証として資産の一部が
担保に供されており、その内訳は以下の通りでありま
す。
担保提供資産

建物及び構築物 13,394百万円(12,848百万円)
機械装置及び運搬具 20,048百万円(20,048百万円)
土地 22,444百万円(16,708百万円)
有形固定資産
「その他」

   146百万円 (146百万円)

合計 56,031百万円(49,749百万円)

建物及び構築物 12,675百万円(12,416百万円)
機械装置及び運搬具 19,943百万円(19,926百万円)
土地 17,805百万円(16,728百万円)
有形固定資産
「その他」

  197百万円 (197百万円)

合計 50,620百万円(49,266百万円)

上記に対応する債務 上記に対応する債務
一年内返済予定の長期借入
金

    105百万円

長期借入金      75百万円
支払手形及び買掛金、
流動負債「その他」

    3,203百万円

合計      3,383百万円

短期借入金        300百万円
一年内返済予定の長期借入
金

       242百万円

長期借入金      29百万円

合計           571百万円

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当を示しており
ます。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当を示しており
ます。

  ４　偶発債務
　　　受取手形割引高

   
249百万円　

  ４　偶発債務
　　　受取手形割引高

   
400百万円　

   ５　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた
め、取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメ
ント契約を締結しております。
　当連結会計年度末における当座貸越及び貸出コミッ
トメントに係る借入未実行残高は以下の通りでありま
す。

 ※５　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた
め、取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメ
ント契約を締結しております。
　当連結会計年度末における当座貸越及び貸出コミッ
トメントに係る借入未実行残高は以下の通りでありま
す。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

    19,400百万円

借入実行残高      －百万円

差引額     19,400百万円

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

    27,700百万円

借入実行残高      　300百万円

差引額   27,400百万円

※６　当連結会計年度に実施した直接減額方式による圧縮
記帳額は１百万円であり、国庫補助金等に係る資産の
取得価額の直接圧縮累計額は1,172百万円であります。

※６　当連結会計年度に実施した直接減額方式による圧縮
記帳額は165百万円であり、国庫補助金等に係る資産
の取得価額の直接圧縮累計額は1,336百万円でありま
す。

※７　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお
ります。　　　　　　　　

※７　　　　　　　　　　同左



（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　販売費及び一般管理費の主な内訳は以下の通りであ
ります。

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は以下の通りであ
ります。

発送運賃    6,151百万円
貸倒引当金繰入額  26百万円
役員報酬    442百万円
給与手当    886百万円
賞与引当金繰入額    111百万円
役員賞与引当金繰入額    172百万円
退職給付費用   90百万円
役員退職慰労引当金繰入額   58百万円
減価償却費    179百万円

発送運賃    5,575百万円
貸倒引当金繰入額    245百万円
役員報酬      449百万円
給与手当     900百万円
賞与引当金繰入額    109百万円
役員賞与引当金繰入額 215百万円
退職給付費用 127百万円
役員退職慰労引当金繰入額 59百万円
減価償却費     194百万円

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、26百万円であ
ります。

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、152百万円で
あります。

※３　固定資産除売却損益の内容は以下の通りであります。※３　固定資産除売却損益の内容は以下の通りであります。

 
除却益

（百万円）
売却益

（百万円）

建物及び構築物 － 0

機械装置及び運
搬具

2 1

土地 － 8

その他 － 0

合計 2 9

 
除却損

（百万円）
売却損

（百万円）

建物及び構築物 33 －

機械装置及び運
搬具

83 56

土地 － 3

その他    125 4

合計 242 62

 
除却益

（百万円）
売却益

（百万円）

建物及び構築物 0 3

機械装置及び運
搬具

3 4

土地 － 6

その他 1 0

合計 4 12

 
除却損

（百万円）
売却損

（百万円）

建物及び構築物 33 0

機械装置及び運
搬具

295 19

その他    167 －

合計 494 19

※４　

──────
※４　過年度損益修正益は、税務否認に伴う受入益であり

ます。



（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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株） 
当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 44,898,730 － － 44,898,730

合計 44,898,730 － － 44,898,730

自己株式     

普通株式 1,843,840 64 900,000 943,904

合計 1,843,840 64 900,000 943,904

 　　（注）普通株式である自己株式の増加株式数64株は、単元未満株買取りによるものであり、減少株式数900,000株は、

合同製鐵株式会社に対する割当処分による減少であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（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15日

取締役会
普通株式 1,292 30 平成19年３月31日 平成19年６月11日

平成19年11月13日

取締役会
普通株式 659 15 平成19年９月30日 平成19年12月11日

(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）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月９日

取締役会
普通株式 659 利益剰余金 15 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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株） 
当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 44,898,730 － － 44,898,730

合計 44,898,730 － － 44,898,730

自己株式     

普通株式 943,904 70 － 943,974

合計 943,904 70 － 943,974

 　　（注）普通株式である自己株式の増加株式数70株は、単元未満株買取りによるものであります。

 



２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（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９日

取締役会
普通株式 659 15 平成20年３月31日 平成20年６月11日

平成20年11月４日

取締役会
普通株式 659 15 平成20年９月30日 平成20年12月10日

(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）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年４月30日

取締役会
普通株式 1,099 利益剰余金 25 平成21年３月31日 平成21年６月12日

（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

※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   14,395百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 　△693百万円

償還期間３ヶ月内の債権信託受益権     454百万円

現金及び現金同等物   14,155百万円

現金及び預金   20,120百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 　△767百万円

償還期間３ヶ月内の債権信託受益権     597百万円

償還期間３ヶ月内の金銭信託      500百万円

短期貸付金      400百万円

現金及び現金同等物 20,850百万円

※２　当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの売上債権の増減額に、手形債権の流動化によ

る減少額1,375百万円を含んでおります。

※２　当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの売上債権の増減額に、手形債権の流動化によ

る減少額860百万円を含んでおります。



（セグメント情報）

ａ．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）

 
鉄鋼事業
（百万円）

環境リサイ
クル事業
（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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上

高
173,048 8,078 451 181,576 － 181,576

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
74 1,635 0 1,709 (1,709) －

計 173,122 9,712 451 183,286 (1,709) 181,576

営業費用 158,401 6,774 421 165,596 (1,209) 164,387

営業利益 14,721 2,938 31 17,690 (500) 17,189

Ⅱ　資産、減価償却費、固定

資産減損損失及び資本的

支出

      

資産 125,053 6,430 5,531 137,014 29,558 166,572

減価償却費 4,323 346 8 4,677 61 4,738

固定資産減損損失 22 － － 22 145 167

資本的支出 5,224 238 6 5,468 82 5,550

　（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、サービス

(1）鉄鋼事業…………………棒鋼、形鋼等の鉄鋼製品、鉄鋼二次加工製品等

(2）環境リサイクル事業……産業廃棄物、医療廃棄物処理等

(3）その他の事業……………土木資材、保険代理店業務等

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用（505百万円）の主なものは、提出会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（37,098百万円）の主なものは、提出会社での余資運用

資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却費及び増加額が含まれております。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４（2）」に記載の通り、当連結会計年度より、当社及び

連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用による償却可能限度額と備忘価額との差額を５年間で均等償却し、

減価償却に含めて計上しております。これにより、当連結会計年度における営業費用は、鉄鋼事業が363百万

円、環境リサイクル事業が４百万円、その他の事業が０百万円、消去又は全社が０百万円、連結が368百万円

増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。



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）

 
鉄鋼事業
（百万円）

環境リサイ
クル事業
（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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上

高
185,930 7,992 424 194,345 － 194,345

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
212 1,531 － 1,743 (1,743) －

計 186,142 9,523 424 196,088 (1,743) 194,345

営業費用 161,731 7,071 391 169,193 (1,118) 168,075

営業利益 24,411 2,451 33 26,895 (625) 26,270

Ⅱ　資産、減価償却費、固定

資産減損損失及び資本的

支出

      

資産 111,569 5,488 4,543 121,600 32,111 153,711

減価償却費 4,460 328 9 4,798 71 4,869

固定資産減損損失 － － － － 66 66

資本的支出 4,925 172 14 5,112 61 5,173

　（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、サービス

(1）鉄鋼事業…………………棒鋼、形鋼等の鉄鋼製品、鉄鋼二次加工製品等

(2）環境リサイクル事業……産業廃棄物、医療廃棄物処理等

(3）その他の事業……………土木資材、保険代理店業務等

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用（644百万円）の主なものは、提出会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（39,959百万円）の主なものは、提出会社での余資運用

資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却費及び増加額が含まれております。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４ (1）③ 」に記載の通り、当連結会計年度より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用しております。これにより、

鉄鋼事業において、当連結会計年度の営業利益が342百万円減少しております。

７　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４（2）① 」に記載の通り、平成20年度の法人税法の改

正に伴い、当連結会計年度より固定資産の耐用年数の変更を実施しました。これにより、当連結会計年度の

営業利益が鉄鋼事業において144百万円、環境リサイクル事業において16百万円それぞれ減少しております。



ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　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。

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）

　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。

ｃ．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）

  当連結会計年度においては、海外売上高が連結売上高の10％を超えることとなったため、海外売上高を記載

しております。

アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 17,583 1,946 6 19,535

Ⅱ　連結売上高（百万円）    181,576

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
9.7 1.1 0.0 10.8

　（注）１　国または地域の区分は、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の内訳は次の通りであります。

    (1）アジア…韓国、中国、台湾、ベトナム、インドネシア、シンガポール

    (2）北米……米国、カナダ

    (3）その他……ブラジル

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。

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）

アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 18,874 1,634 12 20,521

Ⅱ　連結売上高（百万円）    194,345

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
9.7 0.8 0.0 10.6

　（注）１　国または地域の区分は、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の内訳は次の通りであります。

    (1）アジア…韓国、ベトナム、台湾、バングラデシュ、インドネシア、インド

    (2）北米……米国、カナダ

    (3）その他……ブラジル

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。



（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 2,437円25銭      2,693円38銭

１株当たり当期純利益    253円66銭       318円72銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。
　　　　　 同左

　（注) 算定上の基礎

 １. １株当たり純資産額  

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）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 107,846 119,154

連結貸借対照表の純資産の部の合計額から控除する

金額（百万円）
△717 △767

（うち　少数株主持分） (△717) (△767)

普通株式に係る期末純資産額（百万円） 107,129 118,387

普通株式の発行済株式数（千株） 44,899 44,899

普通株式の自己株式数（千株） 944 944

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末普通株式

の数（千株）
43,955 43,955

 ２. １株当たり当期純利益  

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）

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 11,070 14,009

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,070 14,009

普通株式の期中平均株式数（千株） 43,643 43,955

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

－ －　



（重要な後発事象）

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）

　当社は、東京鐵鋼株式会社（以下「東京鐵鋼㈱」といい

ます。）とネジ継手事業並びに環境リサイクル事業に関し

て包括的な技術提携を行うことについて、平成20年５月８

日に合意書を締結いたしました。

　包括的技術提携に関する事項の概要は以下の通りであり

ます。

 １　包括的技術提携の目的

　当社及び東京鐵鋼㈱がおのおの手がけている高層建

築等の工業化工法に不可欠な機械式継手及びねじ節鉄

筋等が、自然災害や事故により顧客への供給停止状態

となるリスクを軽減するとともに、当該工法及び製品

の一層の普及を図ります。

　環境リサイクル事業については、東京鐵鋼㈱の子会

社である東北東京鐵鋼株式会社との間で平成15年から

提携関係でありますが、これを一層拡大・深化し、共

同で事業拡大を進めます。

　２　包括的技術提携の内容

　  （1）建築・土木の工業化工法の発展に総合的に寄与

する機械式継手及びねじ節鉄筋等の規格統一化

に関わる技術提携を行います。

　　（2）日本の環境リサイクル型社会の構築に関わる事

業展開に総合的に寄与する技術提携を行います。

 ３　東京鐵鋼㈱の概要

　　 商 号   　：東京鐵鋼株式会社

　   代 表 者  ：代表取締役社長 吉原毎文

　 　資 本 金  ：58億39百万円（平成20年３月末現在）

　　 所 在 地  ：栃木県小山市横倉新田520番地

 　　設 立     ：昭和14年６月

　   事業の内容：小形棒鋼及び鉄筋の機械式継手の製造・

加工・販売、廃自動車・廃家電その他

の産業廃棄物の処理事業

　　 決 算 期  ：３月

   　工 場　   ：本社工場（栃木県小山市)

   　　　　　　　総合加工センター（栃木県小山市）

   　八戸工場（青森県八戸市）

　   営業拠点  ：東京、大阪、名古屋、仙台、福岡

                    ──────

 

 （開示の省略）

　　　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付等に関する

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。



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 11,420 16,133

受取手形 21,421 15,495

売掛金 13,766 8,304

有価証券 615 500

商品 4 －

製品 5,088 －

半製品 3,987 －

商品及び製品 － 8,148

原材料 2,081 －

貯蔵品 2,395 －

ロール 1,828 －

原材料及び貯蔵品 － 5,485

前払費用 159 117

繰延税金資産 374 649

短期貸付金 3,629 2,906

未収入金 818 1,711

信託受益権 454 597

その他 16 165

貸倒引当金 △40 △29

流動資産合計 68,014 60,181

固定資産   

有形固定資産   

建物 18,878 18,951

減価償却累計額 △10,987 △11,403

建物（純額） 7,891 7,548

構築物 5,747 5,990

減価償却累計額 △3,871 △4,110

構築物（純額） 1,876 1,880

機械及び装置 63,718 64,214

減価償却累計額 △49,203 △49,885

機械及び装置（純額） 14,515 14,330

車両運搬具 174 229

減価償却累計額 △110 △125

車両運搬具（純額） 64 104

工具、器具及び備品 1,455 1,564

減価償却累計額 △1,114 △1,145

工具、器具及び備品（純額） 340 419

土地 22,228 22,207

建設仮勘定 190 218

有形固定資産合計 47,106 46,706

無形固定資産   

借地権 104 60

ソフトウエア 242 349

その他 14 13

無形固定資産合計 360 422



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,311 4,861

関係会社株式 9,280 8,460

出資金 64 64

関係会社出資金 1,120 1,120

長期貸付金 106 105

従業員に対する長期貸付金 159 140

前払年金費用 919 934

長期前払費用 34 27

関係会社長期預け金 2,453 2,453

その他 1,268 1,277

貸倒引当金 △1,321 △1,321

投資その他の資産合計 20,393 18,121

固定資産合計 67,859 65,249

資産合計 135,872 125,430

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,751 1,704

買掛金 30,113 4,767

1年内返済予定の長期借入金 77 75

未払金 4,684 3,919

未払費用 248 266

未払法人税等 2,203 6,362

前受金 5 －

預り金 345 459

前受収益 0 0

賞与引当金 409 406

役員賞与引当金 131 162

その他 615 1,368

流動負債合計 40,581 19,487

固定負債   

長期借入金 75 －

繰延税金負債 227 95

再評価に係る繰延税金負債 3,995 3,989

役員退職慰労引当金 299 332

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 95 95

その他 11 8

固定負債合計 4,702 4,519

負債合計 45,283 24,006



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,516 18,516

資本剰余金   

資本準備金 19,362 19,362

その他資本剰余金 1,995 1,995

資本剰余金合計 21,356 21,356

利益剰余金   

利益準備金 453 453

その他利益剰余金   

特別償却準備金 64 53

圧縮積立金 79 76

特定災害防止準備金 6 9

別途積立金 25,000 25,000

繰越利益剰余金 21,499 32,270

利益剰余金合計 47,100 57,860

自己株式 △1,115 △1,116

株主資本合計 85,856 96,616

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 44

土地再評価差額金 4,749 4,764

評価・換算差額等合計 4,733 4,807

純資産合計 90,589 101,424

負債純資産合計 135,872 125,430



（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   

製品売上高 116,716 126,673

商品売上高 1,802 1,926

半製品売上高 20,043 20,413

その他の売上高 5,115 4,884

売上高合計 143,676 153,896

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 3,808 5,092

当期商品仕入高 1,436 1,391

当期製品製造原価 124,818 125,156

合計 130,063 131,639

他勘定振替高 2,013 1,806

商品及び製品期末たな卸高 5,092 4,374

売上原価合計 122,958 125,458

売上総利益 20,718 28,437

販売費及び一般管理費 7,389 7,218

営業利益 13,329 21,219

営業外収益   

受取利息 103 68

受取配当金 225 442

不動産賃貸料 136 133

その他 173 137

営業外収益合計 637 781

営業外費用   

支払利息 501 336

売上割引 58 70

その他 4 5

営業外費用合計 563 412

経常利益 13,402 21,589

特別利益   

固定資産除売却益 11 15

貸倒引当金戻入額 4 11

過年度損益修正益 － 60

その他 － 5

特別利益合計 15 92

特別損失   

固定資産除売却損 224 365

減損損失 145 66

借入金利スワップ解約損等 3 －

投資有価証券売却損 － 649

投資有価証券評価損 － 1,207

その他 57 41

特別損失合計 429 2,327

税引前当期純利益 12,988 19,353

法人税、住民税及び事業税 4,351 7,714

法人税等調整額 154 △445

法人税等合計 4,505 7,269

当期純利益 8,483 12,084



（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 18,516 18,516

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,516 18,516

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 19,362 19,362

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,362 19,362

その他資本剰余金   

前期末残高 － 1,995

当期変動額   

自己株式の処分 1,995 －

当期変動額合計 1,995 －

当期末残高 1,995 1,995

資本剰余金合計   

前期末残高 19,362 21,356

当期変動額   

自己株式の処分 1,995 －

当期変動額合計 1,995 －

当期末残高 21,356 21,356

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 453 453

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 453 453

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 75 64

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △11 △11

当期変動額合計 △11 △11

当期末残高 64 53

圧縮積立金   

前期末残高 83 79

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △4 △4

当期変動額合計 △4 △4

当期末残高 79 76

特定災害防止準備金   

前期末残高 4 6

当期変動額   

特定災害防止準備金の積立 1 3

当期変動額合計 1 3

当期末残高 6 9



（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 25,000 25,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,000 25,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 14,956 21,499

当期変動額   

剰余金の配当 △1,951 △1,319

当期純利益 8,483 12,084

特別償却準備金の取崩 11 11

圧縮積立金の取崩 4 4

特定災害防止準備金の積立 △1 △3

土地再評価差額金の取崩 △3 △5

当期変動額合計 6,542 10,771

当期末残高 21,499 32,270

利益剰余金合計   

前期末残高 40,571 47,100

当期変動額   

剰余金の配当 △1,951 △1,319

当期純利益 8,483 12,084

土地再評価差額金の取崩 △3 △5

当期変動額合計 6,529 10,760

当期末残高 47,100 57,860

自己株式   

前期末残高 △2,179 △1,115

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 1,064 －

当期変動額合計 1,063 △0

当期末残高 △1,115 △1,116

株主資本合計   

前期末残高 76,270 85,856

当期変動額   

剰余金の配当 △1,951 △1,319

当期純利益 8,483 12,084

土地再評価差額金の取崩 △3 △5

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 3,058 －

当期変動額合計 9,587 10,760

当期末残高 85,856 96,616



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,849 △16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,865 60

当期変動額合計 △1,865 60

当期末残高 △16 44

土地再評価差額金   

前期末残高 4,746 4,749

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 15

当期変動額合計 3 15

当期末残高 4,749 4,764

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,595 4,733

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,862 74

当期変動額合計 △1,862 74

当期末残高 4,733 4,807

純資産合計   

前期末残高 82,865 90,589

当期変動額   

剰余金の配当 △1,951 △1,319

当期純利益 8,483 12,084

土地再評価差額金の取崩 △3 △5

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 3,058 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,862 74

当期変動額合計 7,725 10,834

当期末残高 90,589 101,424



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

６．その他

　役員の異動

　　①　役員の異動

　　・就任予定取締役

 　   　取 締 役　　森田 浩二

 

　　②　就任予定日

　　　　平成21年６月26日付予定

　 以　上
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