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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 208,006 24.9 22,405 65.1 56,489 △0.7 36,137 9.8
20年3月期 166,513 50.4 13,572 31.8 56,899 31.0 32,909 23.3

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 520.06 ― 20.0 23.3 10.8
20年3月期 470.04 ― 19.0 24.4 8.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  33,590百万円 20年3月期  38,622百万円

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 234,187 183,430 75.7 2,564.53
20年3月期 251,510 192,666 73.4 2,642.96

（参考） 自己資本   21年3月期  177,238百万円 20年3月期  184,675百万円

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 42,964 △24,337 3,405 84,196
20年3月期 37,446 △11,463 △11,175 81,781

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00 3,241 9.6 1.8
21年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00 3,559 9.6 1.9
22年3月期 

（予想） ― 20.00 ― 20.00 40.00 34.6

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

58,000 △51.6 7,000 △39.6 8,000 △77.1 4,000 △79.0 57.88

通期 123,000 △40.9 10,000 △55.4 16,000 △71.7 8,000 △77.9 115.75
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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、17ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、22ページ「（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」をご参照ください。 

(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、30ページ「１株当たり情報」をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 71,960,000株 20年3月期 71,960,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  2,848,485株 20年3月期  2,085,461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）

営業収益 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 2,323 △75.3 819 △89.9 1,067 △87.3 △234 ―
20年3月期 9,426 △13.7 8,133 △13.6 8,414 △13.8 8,208 △16.8

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 △3.29 ―
20年3月期 113.66 ―

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 45,648 37,309 81.7 526.69
20年3月期 47,838 45,646 95.4 634.39

（参考） 自己資本 21年3月期  37,309百万円 20年3月期  45,646百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されております業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しており
ます。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項は３ページからの「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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①当期の経営成績 

 当連結会計年度における当社グループの経営環境は、年度の前半においては需要が好調ななか、主原

料であるスクラップ価格の上昇に見合う販売価格の改善を推し進めてまいりました。しかし、年度の後

半は米国の金融危機から始まった世界経済の急速な減速のもと、国内外における大幅な需要減少の影響

を受け、グループ各社において昨年11月頃から販売数量の減少、それに伴う稼働率の低下という状況と

なり、当社グループの経営環境は年度を通じ目まぐるしく変化しました。 

 日本につきましては昨秋以降、販売数量の落ち込み、販売価格の下落、また上期のピーク時に比べ概

ね50％程度への稼働率の低下による固定費負担増等の影響を受けました。一方で昨年の８月以降、主原

料であるスクラップ価格も大幅に下落し、通期では営業利益は前年度より増加しました。 

 連結子会社を有する韓国、タイ国ではいずれも第４四半期（平成20年10月～12月）から販売数量は減

少し、販売価格も低下しておりますが、韓国では主原料であるスクラップ価格が販売価格に先行して下

落したこともあり、営業利益は前年度より増加しました。一方、タイ国では、第４四半期において、た

な卸資産評価損を計上したことにより、営業利益は前年度より減少しました。 

 持分法適用関連会社を有する米国でも第４四半期（平成20年10月～12月）からは需要が急速に落ち込

みましたが、通期では好調な成績を収めました。 

  

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,080億６百万円（前年同期比24.9％増）、営業利益224億５

百万円（前年同期比65.1％増）、経常利益は米国の持分法投資利益がドル建てでは増加したものの、為

替の影響を受け円建てでは減少したこと等により、564億89百万円（前年同期比0.7％減）とわずかに前

年度に及びませんでした。当期純利益につきましては、従来より海外連結子会社の内部留保利益に対し

て、将来の配当により発生すると見込まれる税負担額を繰延税金負債として計上しておりましたが、平

成21年３月31日公布の法人税法の改正により、過年度に計上した繰延税金負債の一部を取り崩すことと

なり税金費用が約30億円減少した影響も受け、361億37百万円（前年同期比9.8％増）となりました。 

  

なお、海外子会社、関係会社の財務諸表の損益を換算する際に用いる期中平均の為替レートは次のとお

りです。 

（海外各社の会計年度は平成20年１月～12月） 

102.82円／米ドル、3.12円／バーツ、10.72ウォン／円 

また、前連結会計年度における期中平均の為替レートは次のとおりです。 

（海外各社の会計年度は平成19年１月～12月） 

117.70円／米ドル、3.70円／バーツ、7.89ウォン／円 

  

なお、サイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは平成19年６月に当社の子会社となりました

が、前連結会計年度に比べ当連結会計年度に与える影響は次頁のとおりです。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（売上高及び営業利益の前年同期比較） 

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

（持分法による投資利益の前年同期比較） 

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

  

 各事業別の概況は下記のとおりです。 

・鉄鋼 

売上高につきましては、前期と比較して、販売トン数は10％程度減少したものの、販売単価が上昇し

たこと、及び前期の下期から連結子会社に加わったサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッド

が当期は年度を通じて売上高を計上したことにより、1,923億14百万円（前年同期1,521億３百万円）と

なりました。 

 営業利益につきましては、昨年11月頃から販売数量は落ち込んだものの、年度を通じては主原料であ

るスクラップ価格が販売価格に先行して値下がりしたことを要因として225億14百万円（前年同期137億

86百万円）となりました。 

  

・軌道用品 

ＪＲ向け分岐器等の受注が好調であったため、売上高は46億51百万円（前年同期42億53百万円）と増

加しましたが、営業利益は２億82百万円（前年同期４億24百万円）となりました。 

  

・重工加工品 

顧客である造船業界が好況だったため、重工加工品事業の主力製品である船尾骨材、鋳鋼品、造船用

圧延鋼材の売上が好調に推移し、売上高は96億４百万円（前年同期87億円）、営業利益は11億13百万円

（前年同期５億55百万円）と増加しました。 

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

増 減自 平成19年4月 1日 自 平成20年4月 1日

至 平成20年3月31日 至 平成21年3月31日

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

従来 
連結範囲

134,211 7,323 149,959 16,499 15,747 9,175

サイアム 
・ヤマト

32,301 6,249 58,046 5,905 25,745 △343

計 166,513 13,572 208,006 22,405 41,493 8,832

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

増 減自 平成19年4月 1日 自 平成20年4月 1日

至 平成20年3月31日 至 平成21年3月31日

米国 36,539 33,590 △2,948

サイアム 
・ヤマト

2,082 ― △2,082

計 38,622 33,590 △5,031
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・その他の事業 

医療廃棄物処理システム（メスキュード）は高温の電気炉での溶解処理を行うため、安全、安心かつ

環境保全に対応したシステムですが、厳しい価格競争により収益が圧迫されております。また住宅着工

関連の不振により、売上高は14億35百万円（前年同期14億55百万円）、営業損失は21百万円（前年同期

は営業利益97百万円）となりました。 

  

②次期の見通し 

 日本のみならず、連結子会社を有する韓国、タイ国、持分法適用関連会社を有する米国におきまして

も、販売数量の回復の時期は早くとも下期以降にずれ込む見通しであり、販売価格においても大きな改

善は見込めません。一方で主原料であるスクラップ価格も大幅な上昇は見込んでおらず、一定の利益は

確保できる見通しです。当社グループといたしましても減産を余儀なくされる状況ではありますが、生

産効率のさらなる改善や生産コスト低減に努力し、顧客重視による受注の確保、営業販売努力に努める

所存です。 

 以上により、通期の売上高は1,230億円、営業利益は100億円、経常利益は160億円、また当期純利益

は80億円を予想しております。 

 なお、海外子会社、関連会社の収益及び費用を換算する際の為替レートにつきましては、各社の会計

年度である、平成21年１月～12月について下記を前提に計算しております。 

 期中平均レート、 91.30円／米ドル、2.49円／バーツ、15.42ウォン／円 

 期末レート、   90.00円／米ドル、2.43円／バーツ、15.56ウォン／円 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は、サイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドの第２工場

建設にかかる建設仮勘定の増加はあったものの、期末に向け売上が減少傾向にあったこと等により売上

債権は減少しました。また海外連結子会社の資産が為替変動の影響により減少したこと等により、総資

産は前連結会計年度末に比べ173億23百万円減少の2,341億87百万円となりました。 

 負債につきましてはサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドの第２工場建設にかかる借入

金の増加（外貨換算による調整も含む）はあったものの、仕入債務の減少、長期繰延税金負債の減少等

により、前連結会計年度末に比べ80億87百万円減少の507億56百万円となりました。 

 また、純資産につきましては、当期純利益の増加があったものの配当による減少の他、為替換算調整

勘定が前年度末の38億29百万円から△332億53百万円と大幅に減少したこと等により、前連結会計年度

末に比べ92億35百万円減少の1,834億30百万円となりました。 

 なお、当連結会計年度末における海外子会社、関係会社の財務諸表の資産、負債項目を換算する際に

用いる期末の為替レートは次のとおりです。 

（海外各社の会計年度末は平成20年12月末） 

 91.01円／米ドル、2.60円／バーツ、13.82ウォン／円 

 また、前連結会計年度末における為替レートは次のとおりです。 

（海外各社の前会計年度末は平成19年12月末） 

114.15円／米ドル、3.86円／バーツ、8.22ウォン／円 

(2) 財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は429億64百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益546億55百

万円、法人税等の支払額164億５百万円が主な項目です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は243億37百万円となりました。これは主にサイアム・ヤマト・スチール

カンパニーリミテッドの第２工場建設にかかる支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増加は34億５百万円となりました。これは主に配当金の支払額33億81百万円の

他、借入れによる収入によるものです。 

 以上に現金及び現金同等物に係る換算差額△196億17百万円を加味し、当連結会計年度末の現金及び

現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ、24億14百万円増加の841億96百万円となりまし

た。 

   

配当につきましては、国内外の企業グループの連結経営成績、財務状況及び内部留保にもとづく今後

の諸策の展開を勘案して決定するものと考えております。また、中長期的な株主利益の視点から行って

おります自己株式の消却につきましては、当連結会計年度末までの累計消却株式数は2,348万株に達し

ております。当期の期末配当金につきましては、業績が順調に推移いたしましたことと、株主各位の日

頃のご支援にお応えするため、１株につき25円にいたしたいと存じます。なお、中間配当金25円を含め

た年間配当金は50円となる予定です。 

 また次期の配当金につきましては、「次期の見通し」に記載のとおり厳しい業績見込みを勘案し、中

間配当金は１株につき20円、期末配当金は20円とし、年間では１株につき40円とさせていただく予定で

す。 

    

以下に、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載し

ております。文中における将来に関する事項は本資料作成日現在において当社が判断したものです。 

  

①海外進出に潜在するリスク 

 当社グループの生産及び販売活動は、国内のみならず、米国、タイ国並びに韓国で行われ、世界市場

をターゲットにグローバルな事業を展開しております。これらの海外市場への事業進出においては、各

国で発生する恐れのあるテロ、戦争、その他の要因による社会的混乱により関係会社の業績と財務状況

に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。また、各国での予期し得ない政治又は法環境の変化、経済

状況の変化等により、事業の遂行に問題が生じる可能性もあります。  

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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②為替レートの変動 

 当社グループのうち、在外子会社、関係会社等の業績が連結の経営成績に大きく影響を及ぼします。

連結財務諸表は、各国の現地通貨を円換算して作成しているため、為替レートの変動により財務内容に

影響を及ぼします。また、当社グループが保有する現金及び預金のうち、外貨の占める割合は高く、一

般的に、他の通貨に対する円高は当社に悪影響を及ぼし、円安は当社に好影響をもたらすことになりま

す。 

  

③製品販売価格とスクラップ価格の変動 

 当社グループの主力である鉄鋼事業の業績は、製品販売価格と主原料であるスクラップ価格の変動に

大きく影響されます。各々の市場価格は、国内外の経済情勢をはじめ外部環境により大きく影響を受け

る可能性があります。 
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                               （平成21年３月31日現在） 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社は、顧客のニーズに応える高品質・高付加価値の製品作りにより、企業の発展・展開と社会的責

任を果たすことを目指しています。鉄スクラップを再利用して製品化する循環型処理の過程において、

新設備の導入と技術力の開発により、省資源、省エネルギーそして環境の保全問題という、いま社会

に も求められているテーマに対して地球規模で取り組んでまいります。また、高速かつ大量の鉄道輸

送と船舶輸送の一翼を担う製品作りにつきましても、日本国内にとどまらずグローバルな事業展開を通

じて、社会経済の発展に貢献してまいります。 

  

当社は、世界的な経済構造の激しい変革に対応できる経営方針として、事業の一極化をさけ、主に海

外に事業投資を行い、投資の分散化を進めてまいりました。健全な財務体質を維持しつつ、将来の成長

分野へ投資する方針であり、キャッシュ・フローを重視した経営を行ってまいります。 

  

当社グループが属する各事業分野では、今後も国内外メーカーとの競争が激化するものと予想され、

これに対処するために、国内外の各事業において、生産設備の更新、拡充等により生産性の向上と原価

低減を図り、当社グループとして更なる収益の向上を目指してまいります。また、鉄鋼製品製造会社５

社の間では技術会議を開催し、技術情報の交換と技術向上に努めております。 

 また、当社グループは持株会社体制のもと、社会に貢献できる可能性をあらゆる角度から検討し、傘

下の事業会社のそれぞれの特性と機能を活かし、活力と調和のとれたグループ経営を推し進めるととも

に、世界市場をターゲットとした事業を展開してまいります。 

 当社は海外事業を引き続き経営の柱と位置づけており、長期的に強化していく方針です。その一環と

して、昨年５月には、米国子会社であるヤマトコウギョウアメリカ・インクが、米国のスクラップ業者

でスクラップのコンテナー積込みに関する特許を有するアドバンスト・スチール・リカバリーＬＬＣの

持分を49％取得いたしました。 

 またサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは中小型の形鋼生産を行う、年産40万トンの

第２工場の建設を進めており、今年半ば頃には完成、操業開始予定です。市場環境が厳しい中でのスタ

ートとなりますが、中長期的なタイ国及び東南アジア近隣諸国の形鋼市場の成長を見据えた新工場であ

り、将来性に期待しております。 

 また、今年２月にはバーレーン国での形鋼事業を行うため、合弁会社ユナイテッド・スチールカンパ

ニー（“サルブ”）BSC（c）（略称サルブ）を資本金５百万ドルで設立し、株式の49％を取得いたしま

した。大きな需要が期待できる中東地区での形鋼事業であり、平成23年半ばの操業開始を目指して事業

を進めていく所存です。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略・対処すべき課題
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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 83,382 85,564 

受取手形及び売掛金 37,371 26,581 

たな卸資産 25,334 － 

商品及び製品 － 5,790 

仕掛品 － 495 

原材料及び貯蔵品 － 11,073 

その他 2,271 2,407 

貸倒引当金 △119 △86 

流動資産合計 148,240 131,826 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※1 22,020 ※1 20,027 

減価償却累計額 △11,521 △10,816 

建物及び構築物（純額） 10,498 9,211 

機械装置及び運搬具 ※1 73,411 ※1 61,268 

減価償却累計額 △58,252 △50,731 

機械装置及び運搬具（純額） 15,158 10,536 

工具、器具及び備品 1,831 1,383 

減価償却累計額 △1,674 △1,251 

工具、器具及び備品（純額） 156 132 

土地 ※1 17,271 ※1 13,877 

建設仮勘定 6,128 19,295 

その他 － 7 

減価償却累計額 － △0 

その他（純額） － 6 

有形固定資産合計 49,214 53,059 

無形固定資産 

のれん 4,412 3,776 

その他 469 261 

無形固定資産合計 4,882 4,037 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 11,293 ※2 7,188 

出資金 ※2 36,405 ※2 35,433 

その他 1,622 2,783 

貸倒引当金 △148 △142 

投資その他の資産合計 49,173 45,263 

固定資産合計 103,269 102,361 

資産合計 251,510 234,187 
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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 20,171 10,747 

短期借入金 11,850 ※1 6,623 

未払金 5,194 4,940 

未払費用 2,148 1,743 

未払法人税等 2,242 3,334 

賞与引当金 543 464 

その他 855 1,180 

流動負債合計 43,007 29,034 

固定負債 

長期借入金 ※1 3,012 10,140 

繰延税金負債 9,360 7,344 

退職給付引当金 2,118 1,901 

役員退職慰労引当金 1,086 1,156 

その他 258 1,180 

固定負債合計 15,836 21,722 

負債合計 58,844 50,756 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,996 7,996 

資本剰余金 1,142 1,029 

利益剰余金 169,913 202,393 

自己株式 △808 △2,242 

株主資本合計 178,245 209,176 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,600 1,312 

繰延ヘッジ損益 － 2 

為替換算調整勘定 3,829 △33,253 

評価・換算差額等合計 6,430 △31,938 

少数株主持分 7,990 6,192 

純資産合計 192,666 183,430 

負債純資産合計 251,510 234,187 
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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 166,513 208,006 

売上原価 142,848 ※1 174,709 

売上総利益 23,664 33,296 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 4,764 4,158 

給料及び手当 1,315 1,332 

賞与引当金繰入額 99 88 

退職給付引当金繰入額 71 114 

役員退職慰労引当金繰入額 209 214 

減価償却費 253 215 

租税公課 225 245 

その他 ※5 3,152 ※5 4,521 

販売費及び一般管理費合計 10,091 10,891 

営業利益 13,572 22,405 

営業外収益 

受取利息 4,098 2,359 

受取配当金 279 274 

持分法による投資利益 38,622 33,590 

デリバティブ評価益 － 1,425 

負ののれん償却額 119 － 

雑収入 1,059 574 

営業外収益合計 44,179 38,225 

営業外費用 

支払利息 546 489 

為替差損 99 2,461 

デリバティブ評価損 － 1,159 

雑損失 206 30 

営業外費用合計 852 4,141 

経常利益 56,899 56,489 

特別利益 

固定資産売却益 ※2 7 ※2 8 

投資有価証券売却益 343 － 

その他 1 － 

特別利益合計 352 8 

特別損失 

固定資産売却損 ※3 0 ※3 12 

固定資産除却損 ※4 34 ※4 55 

投資有価証券売却損 － 639 

投資有価証券評価損 － 1,118 

貸倒引当金繰入額 91 0 

その他 1 16 

特別損失合計 126 1,841 

税金等調整前当期純利益 57,124 54,655 

法人税、住民税及び事業税 18,262 17,632 

法人税等調整額 3,024 △63 

法人税等合計 21,286 17,568 

少数株主利益 2,928 949 

当期純利益 32,909 36,137 

大和工業（株）（5444）平成21年３月期　決算短信

－12－



(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 7,996 7,996 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,996 7,996 

資本剰余金 

前期末残高 1,883 1,142 

当期変動額 

自己株式の取得 △116 △113 

自己株式の消却 △623 － 

当期変動額合計 △740 △113 

当期末残高 1,142 1,029 

利益剰余金 

前期末残高 139,715 169,913 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △276 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,711 △3,381 

当期純利益 32,909 36,137 

当期変動額合計 30,198 32,756 

当期末残高 169,913 202,393 

自己株式 

前期末残高 △888 △808 

当期変動額 

自己株式の取得 △543 △1,434 

自己株式の消却 623 － 

当期変動額合計 80 △1,434 

当期末残高 △808 △2,242 

株主資本合計 

前期末残高 148,707 178,245 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △276 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,711 △3,381 

当期純利益 32,909 36,137 

自己株式の取得 △660 △1,548 

自己株式の消却 － － 

当期変動額合計 29,537 31,207 

当期末残高 178,245 209,176 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 5,128 2,600 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,528 △1,287 

当期変動額合計 △2,528 △1,287 

当期末残高 2,600 1,312 
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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) 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2 

当期変動額合計 － 2 

当期末残高 － 2 

為替換算調整勘定 

前期末残高 7,249 3,829 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,419 △37,083 

当期変動額合計 △3,419 △37,083 

当期末残高 3,829 △33,253 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 12,378 6,430 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,948 △38,368 

当期変動額合計 △5,948 △38,368 

当期末残高 6,430 △31,938 

少数株主持分 

前期末残高 10,562 7,990 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,571 △1,798 

当期変動額合計 △2,571 △1,798 

当期末残高 7,990 6,192 

純資産合計 

前期末残高 171,649 192,666 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △276 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,711 △3,381 

当期純利益 32,909 36,137 

自己株式の取得 △660 △1,548 

自己株式の消却 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,520 △40,166 

当期変動額合計 21,017 △8,958 

当期末残高 192,666 183,430 
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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 57,124 54,655 

減価償却費 4,747 4,533 

のれん償却額 179 359 

負ののれん償却額 △119 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 90 11 

賞与引当金の増減額（△は減少） △294 △78 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 130 227 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 157 109 

受取利息及び受取配当金 △4,377 △2,634 

支払利息 546 489 

為替差損益（△は益） △3 1,698 

持分法による投資損益（△は益） △38,622 △33,590 

固定資産売却損益（△は益） △7 4 

投資有価証券売却損益（△は益） △343 639 

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,118 

固定資産除却損 34 55 

売上債権の増減額（△は増加） 150 2,884 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,863 1,757 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,981 △3,942 

未払金の増減額（△は減少） 641 △683 

その他 △715 518 

小計 20,437 28,134 

利息及び配当金の受取額 36,209 31,680 

利息の支払額 △551 △445 

法人税等の支払額 △18,648 △16,405 

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,446 42,964 

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 △7,375 △2,615 

定期預金の払戻による収入 9,367 2,161 

有形固定資産の取得による支出 △6,802 △21,234 

有形固定資産の売却による収入 2,114 14 

投資有価証券の取得による支出 △1,441 △572 

投資有価証券の売却による収入 1,007 742 

連結範囲の変更を伴う関係会社株式取得による
支出 

△8,307 － 

関係会社株式の取得による支出 － △223 

関係会社出資金の取得による支出 － △2,574 

その他 △27 △35 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,463 △24,337 
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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 

短期借入れによる収入 8,729 12,871 

短期借入金の返済による支出 △2,443 △14,144 

長期借入れによる収入 － 12,168 

長期借入金の返済による支出 △2,247 △2,808 

自己株式の取得による支出 △448 △1,298 

少数株主からの株式取得による支出 △12,053 － 

配当金の支払額 △2,709 △3,381 

少数株主への配当金の支払額 △1 △1 

その他 － △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,175 3,405 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,148 △19,617 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,658 2,414 

現金及び現金同等物の期首残高 68,802 81,781 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,321 － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 81,781 ※1 84,196 
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    該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

   連結子会社の数 ９社

    ヤマトスチール株式会社、大和軌道製造株式会

社、ヤマトコウギョウアメリカ・インク、ヤマト

ホールディングコーポレーション、ヤマトコウギ

ョウ（ユー・エス・エー）コーポレーション、ワ

イケー・スチールコーポレーション、サイアム・

ヤマト・スチールカンパニーリミテッド、北斗通

信株式会社、大和商事株式会社

    なお、前連結会計年度において持分法適用関連

会社であったサイアム・ヤマト・スチールカンパ

ニーリミテッドは、平成19年６月27日の株式追加

取得により当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。みなし取得日を当中間連結会計期間

末としているため、同社の当連結会計年度の損益

は下期のみ連結しております。

１ 連結の範囲に関する事項

   連結子会社の数 ９社

    ヤマトスチール株式会社、大和軌道製造株式会

社、ヤマトコウギョウアメリカ・インク、ヤマト

ホールディングコーポレーション、ヤマトコウギ

ョウ（ユー・エス・エー）コーポレーション、ワ

イケー・スチールコーポレーション、サイアム・

ヤマト・スチールカンパニーリミテッド、北斗通

信株式会社、大和商事株式会社

    

    

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用関連会社数 ２社

    ニューコア・ヤマト・スチールカンパニー、ア

ーカンソー・スチール・アソシエイツ・リミテッ

ド・ライアビリティ・カンパニー

    なお、前連結会計年度において持分法適用関連

会社であったサイアム・ヤマト・スチールカンパ

ニーリミテッドは、平成19年６月27日の株式追加

取得により当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。みなし取得日を当中間連結会計期間

末としているため、同社の当連結会計年度の上期

の損益は持分法による投資利益に含んでおりま

す。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用関連会社数 ３社

    ニューコア・ヤマト・スチールカンパニー、ア

ーカンソー・スチール・アソシエイツＬＬＣ、ア

ドバンスト・スチール・リカバリーＬＬＣ 

 なお、当連結会計年度より新たに取得したアド

バンスト・スチール・リカバリーＬＬＣを持分法

の範囲に含めております。

    

 (2) 持分法非適用関連会社 ２社

    姫路鉄鋼リファイン株式会社及び株式会社吉美

については、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額が

軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。

 (2) 持分法非適用関連会社 ３社

    姫路鉄鋼リファイン株式会社、株式会社吉美及

びユナイテッド・スチールカンパニー（“サル

ブ”）ＢＳＣ（ｃ）については、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

諸表に及ぼす影響額が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。

 (3)   持分法適用関連会社ニューコア・ヤマト・スチ

ールカンパニー及びアーカンソー・スチール・ア

ソシエイツ・リミテッド・ライアビリティ・カン

パニーの決算日（12月31日）と連結決算日との差

異が３ヶ月を超えないため、当該決算日に係る財

務諸表を基礎として連結財務諸表を作成しており

ます。

    なお、連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っております。

 (3)   持分法適用関連会社ニューコア・ヤマト・スチ

ールカンパニー、アーカンソー・スチール・アソ

シエイツＬＬＣ及びアドバンスト・スチール・リ

カバリーＬＬＣの決算日（12月31日）と連結決算

日との差異が３ヶ月を超えないため、当該決算日

に係る財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成

しております。

    なお、連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っております。

 (4) 投資差額の処理

    投資差額については発生時に一括償却しており

ます。

 (4) 投資差額の処理

同左
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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)

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

   連結子会社ヤマトコウギョウアメリカ・インク、

ヤマトホールディングコーポレーション、ヤマトコ

ウギョウ(ユー・エス・エー)コーポレーション、ワ

イケー・スチールコーポレーション及びサイアム・

ヤマト・スチールカンパニーリミテッドの決算日

(12月31日)と連結決算日との差異が３ヶ月を超えな

いため、当該決算日に係る財務諸表を基礎として、

連結財務諸表を作成しております。

   なお、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項   

同左

   

   

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 

    満期保有目的の債券 

     償却原価法（利息法）によっております。

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

    満期保有目的の債券

同左

    その他有価証券

     時価のあるもの

      決算期末日の市場価格等に基づく時価法に

よっております(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は主として移

動平均法により算定しております)。

    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によっておりま 

      す。

     時価のないもの

同左

  ② デリバティブ 

    時価法によっております。

  ② デリバティブ

同左

 

  ③ たな卸資産

製品 圧延鋼品については後入先出法、軌

道用品及び重工加工品については個

別法、その他は総平均法による原価

法によっております。

半製品 後入先出法による原価法によってお

ります。

原材料 鉄屑については総平均法による低価

法、その他は総平均法による原価法

によっております。

仕掛品 軌道用品及び重工加工品については

個別法、その他は総平均法による原

価法によっております。

貯蔵品 ロール及び機械取替部品については

個別法、その他は総平均法による原

価法によっております。

     （海外連結子会社のたな卸資産は主として総

平均法による低価法によっております。ただ

し、連結子会社サイアム・ヤマト・スチール

カンパニーリミテッドの原材料及び貯蔵品に

ついては移動平均法による低価法によってお

ります。）

 

  ③ たな卸資産

     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 圧延鋼品について後入先出法、軌道

用品及び重工加工品については個別

法、その他は総平均法によっており

ます。

半製品 後入先出法によっております。

原材料 総平均法によっております。

仕掛品 軌道用品及び重工加工品については

個別法、その他は総平均法によって

おります。

貯蔵品 ロール及び機械取替部品については

個別法、その他は総平均法によって

おります。

     （海外連結子会社のたな卸資産は主として総

平均法によっております。ただし、連結子会

社サイアム・ヤマト・スチールカンパニーリ

ミテッドの原材料及び貯蔵品については移動

平均法によっております。）
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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)

―――  （会計方針の変更）

   当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する
会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月
５日公表分 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、
売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整
前当期純利益がそれぞれ108百万円減少しており
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) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産

建物  主として定額法によっておりま
す。 
 なお、主な耐用年数は15～47年で
あります。

 (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（リース資産を除く）

建物  

同左

構築物  主として定額法によっておりま
す。 
 なお、主な耐用年数は７～60年で
あります。

構築物  

同左

 

機械装置及び運搬具

 主として定率法によっておりま
す。ただし、連結子会社サイアム・
ヤマト・スチールカンパニーリミテ
ッドは定額法によっております。 
 なお、主な耐用年数は２～14年で
あります。

 

機械装置及び運搬具

同左

 

工具・器具及び備品

 主として定率法によっておりま
す。ただし、連結子会社サイアム・
ヤマト・スチールカンパニーリミテ
ッドは定額法によっております。 
 なお、主な耐用年数は２～10年で
あります。

工具・器具及び備品

同左

   (会計方針の変更)

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産について、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。これによる損益の影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であ

ります。

―――

    

   (追加情報)

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、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。これによる損益の影響は

軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であ

ります。

―――

    

  ② 無形固定資産

     定額法によっております。

     なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づいてお

ります。

  ② 無形固定資産（リース資産を除く）

同左
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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)

――― 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、残存価額をゼロ

として算定する方法によっております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

     売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるた

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。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金

     従業員に対する賞与支給に備えるため、支給

見込額により設定しております。

  ② 賞与引当金

同左

  ③ 退職給付引当金

     従業員に対する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。

     なお、過去勤務債務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(12年)によ

る定額法により費用処理しております。

     また、数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(12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

用処理することとしております。

  ③ 退職給付引当金

同左

  ④ 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、役員

退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上し

ております。

  ④ 役員退職慰労引当金

同左

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

    外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

    なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子

会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めて計上しておりま

す。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

同左

 (5) 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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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)

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ①ヘッジ会計の方法

   一体処理によっております。

  

―――

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

   当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段：金利通貨スワップ

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務

 

―――

  ③ヘッジ方針

   デリバティブ取引に関するリスク管理体制に基

づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスク及び為替

相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジしており

ます。

  

  ④ヘッジ有効性評価の方法

   一体処理の要件を満たしているため、有効性の

評価を省略しております。

―――

 

―――

 (7) 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を

採用しております。

 (5) 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

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。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

   のれんは、12年間で均等償却することとしており

ます。

   負ののれんは、５年間で均等償却することとして

おります。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

   のれんは、12年間で均等償却することとしており

ます。

   

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、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。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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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

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）

  当連結会計年度から、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終

改正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）を適用し、所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース

資産として計上しております。 

 なお、リース取引開始日が当連結会計年度前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

 これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であり

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。 

 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い）

  当連結会計年度から「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告18号）

を適用しております。 

 これにより期首の利益剰余金から276百万円を減額し

たことに伴い、利益剰余金が同額減少しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。

(8) 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無形固定資産の「その他」に含め

て表示しておりました「のれん」は、総資産の100分の

１を超え、重要性が増したため、当連結会計年度より区

分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の無形固定資産の「その他」に

含めておりました「のれん」は289百万円であります。 

  

 

 

―――

(連結貸借対照表関係) 

 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9,906百万円、571百万円、14,855百万円であり

ます。

(連結キャッシュ・フロー計算書) 
 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に含めておりました、「関係会社株
式の取得による支出」（前連結会計年度△１百万円）
は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区
分掲記することに変更しております。
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(9) 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

 

担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 3,504百万円 (2,003百万円)

機械装置及び 

運搬具
401百万円 ( 349百万円)

土地 15,558百万円 (3,517百万円)

合計 19,464百万円 (5,870百万円)

  (注) ( )は工場財団組成分であり、内数であ

ります。

 

担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 2,775百万円 (1,898百万円)

機械装置及び 

運搬具
290百万円 (  260百万円)

土地 10,777百万円 (3,517百万円)

合計 13,843百万円 (5,677百万円)

  (注) ( )は工場財団組成分であり、内数であ

ります。

 担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 2,433百万円

 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,447百万円

※２ 関連会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 20百万円

出資金 36,298百万円

関連会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 243百万円

出資金 35,326百万円

３  特定融資枠契約

 当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的

かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関４

社と特定融資枠契約を締結しております。

特定融資枠契約の総額 10,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 10,000百万円

 特定融資枠契約

 当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的

かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関４

社と特定融資枠契約を締結しております。

特定融資枠契約の総額 30,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 30,000百万円
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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 2,461百万円

※２

 

固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 2百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

土地 3百万円

その他 0百万円

計 7百万円

 

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 8百万円

※３

 

固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 0百万円

 

固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 11百万円

その他 0百万円

計 12百万円

※４

 

固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 14百万円

機械装置及び運搬具 18百万円

その他 1百万円

計 34百万円
 

固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 ４百万円

機械装置及び運搬具 45百万円

その他 5百万円

計 55百万円

※５ 一般管理費に含まれている研究開発費 41百万円 一般管理費に含まれている研究開発費 63百万円
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 
  

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 

 
  

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 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

(連結株主資本等変動計算書関係)

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(千株) 72,560 ― 600 71,960

 消却による減少 600千株

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(千株) 2,330 355 600 2,085

 会社法第165条第２項の規定による 

 定款の定めに基づく取得による増加
100千株

 会社法第163条の規定に基づく子会社 

 からの自己株式の取得による増加

253千株

 単元未満株式の買取りによる増加 2千株

 消却による減少 600千株

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６月28日 
定時株主総会

普通株式 1,356 20 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月１日 
取締役会

普通株式 1,354 20 平成19年９月30日 平成19年12月10日

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６月27日 
定時株主総会

普通株式 1,693 利益剰余金 25 平成20年３月31日 平成20年６月30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(千株) 71,960 ─ ─ 71,960

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(千株) 2,085 763 ─ 2,848

 会社法第165条第２項の規定による 

 定款の定めに基づく取得による増加
400千株

 会社法第163条の規定に基づく子会社 

 からの自己株式の取得による増加

361千株

 単元未満株式の買取りによる増加 1千株
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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６月27日 
定時株主総会

普通株式 1,693 25 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月30日 
取締役会

普通株式 1,688 25 平成20年９月30日 平成20年12月10日

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６月26日 
定時株主総会

普通株式 1,683 利益剰余金 25 平成21年３月31日 平成21年６月29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

現金及び預金勘定 83,382百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,600百万円

現金及び現金同等物 81,781百万円

  ２株式の追加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 

 株式の追加取得により新たに連結子会社となった 

サイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッド 

の連結開始時の資産及び負債の主な内訳は次のとお 

りであります。  

 

（平成19年６月30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 85,564百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,368百万円

現金及び現金同等物 84,196百万円

―――

 

 

流動資産 20,375百万円

固定資産 8,005百万円

資産合計 28,380百万円

流動負債 7,203百万円

固定負債 2,334百万円

負債合計 9,537百万円
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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) 

 
(注) １ 従来の事業区分のうち、「ＦＲＰ成形事業」「不動産事業」「医療廃棄物処理事業」の３事業については、

「その他の事業」に含めて表示することに変更しております。 

この変更は、当連結会計年度よりサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドが新たに連結子会社と

なり、鉄鋼事業の割合が増加したことにより、上記３事業の重要性が減少したためであります。 
  

   ２ 事業区分は製品の区分によっております。 

  

３ 各事業の主な製品 

(1) 鉄鋼事業…………………Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板、エレベータガイドレール、棒鋼 

(2) 軌道用品事業……………分岐器類、伸縮継目、NEWクロッシング、接着絶縁レール、 

             脱線防止ガード、タイプレート類、ボルト類 

(3) 重工加工品事業…………鋳鋼品、船舶製缶、重機械加工、造船用形鋼 

(4) その他の事業……………浴槽、浴室用部品、洗面ボール、トイレ用水槽、高電圧用端子台、接続端子かん

           不動産の賃貸、管理、緑化、メスキュード等 
  

４ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

 
   

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

鉄鋼事業 
(百万円)

軌道用品 
事業 

(百万円)

重工加工 
品事業 
(百万円)

その他の 
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

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

152,103 4,253 8,700 1,455 166,513 ― 166,513

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

4,542 ― ― ― 4,542 (4,542) ―

計 156,646 4,253 8,700 1,455 171,056 (4,542) 166,513

  営業費用 142,859 3,829 8,145 1,358 156,192 (3,252) 152,940

  営業利益 13,786 424 555 97 14,863 (1,290) 13,572

Ⅱ 資産、減価償却費、
  及び資本的支出

  資産 112,006 4,062 5,982 2,334 124,384 127,126 251,510

  減価償却費 4,344 146 153 58 4,702 45 4,747

  資本的支出 6,548 244 221 24 7,039 386 7,425

当連結会計年度
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額

1,290
提出会社の一般管理部門にかかる費用及び米国事業
統括会社にかかる費用

消去又は全社の項目に
含めた全社資産の金額

127,126
提出会社における余資運用資金（現金及び預金
等）、長期投資資金（投資有価証券等）、管理部門
にかかる資産等及び米国事業統括会社にかかる資産
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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) 

 
(注) １ 事業区分は製品の区分によっております。 

  
２ 各事業の主な製品 

(1) 鉄鋼事業…………………Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板、エレベータガイドレール、棒鋼 

(2) 軌道用品事業……………分岐器類、伸縮継目、NEWクロッシング、接着絶縁レール、 

             脱線防止ガード、タイプレート類、ボルト類 

(3) 重工加工品事業…………鋳鋼品、船舶製缶、重機械加工、造船用形鋼 

(4) その他の事業……………浴槽、浴室用部品、洗面ボール、トイレ用水槽、高電圧用端子台、接続端子かん

           不動産の賃貸、管理、緑化、メスキュード等 
  

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

 
  

４ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日公表分 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と比べて、当連結会計年度の営業費用は鉄鋼事業において70百万円、

重工加工品事業において37百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

  

鉄鋼事業 
(百万円)

軌道用品 
事業 

(百万円)

重工加工 
品事業 
(百万円)

その他の 
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

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

192,314 4,651 9,604 1,435 208,006 ― 208,006

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

5,069 ― 2 ― 5,071 (5,071) ―

計 197,384 4,651 9,606 1,435 213,078 (5,071) 208,006

  営業費用 174,869 4,369 8,492 1,456 189,188 (3,587) 185,601

  営業利益又は営業損失（△） 22,514 282 1,113 △21 23,889 (1,483) 22,405

Ⅱ 資産、減価償却費、
  及び資本的支出

  資産 108,222 4,096 6,902 2,210 121,433 112,753 234,187

  減価償却費 4,013 214 188 92 4,508 24 4,533

  資本的支出 19,316 65 197 38 19,617 96 19,714

当連結会計年度
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額

1,483
提出会社の一般管理部門にかかる費用及び米国事業
統括会社にかかる費用

消去又は全社の項目に
含めた全社資産の金額

112,753
提出会社における余資運用資金（現金及び預金
等）、長期投資資金（投資有価証券等）、管理部門
にかかる資産等及び米国事業統括会社にかかる資産
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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) 

 
(注) １ 当連結会計年度よりサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドが新たに連結子会社となったことに

伴い、従来、単一表示しておりました「アジア」を「韓国」と「タイ国」の国別に区分表示することに変更

しております。 

  
２ タイ国所在のサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッド（決算日12月31日）の売上高及び営業損益

は、同社の事業年度のうち、下期分（平成19年７月～12月）の金額を反映しております。 

  
３ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  
  

４ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の「注４」と同一であり

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  
   ２ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の「注３」と同一であり

ます。 

  
   ３ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日公表分 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と比べて、当連結会計年度の営業費用は日本において108百万円増加

し、営業利益は同額減少しております。 

   

  

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

韓国 
(百万円)

タイ国  
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

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

60,278 73,932 32,301 166,513 ― 166,513

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

― ― ― ― ― ―

計 60,278 73,932 32,301 166,513 ― 166,513

  営業費用 56,011 70,064 25,574 151,649 1,290 152,940

  営業利益 4,267 3,868 6,727 14,863 (1,290) 13,572

Ⅱ 資産 46,894 45,769 31,720 124,384 127,126 251,510

日本 
(百万円)

韓国 
(百万円)

タイ国  
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

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

69,113 80,846 58,046 208,006 ― 208,006

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

― ― ― ― ― ―

計 69,113 80,846 58,046 208,006 ― 208,006

  営業費用 59,377 73,019 51,720 184,117 1,483 185,601

  営業利益 9,735 7,827 6,325 23,889 (1,483) 22,405

Ⅱ 資産 46,621 32,488 42,322 121,433 112,753 234,187
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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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

   アジア・・・韓国、タイ国、マレーシア、シンガポール、香港 

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

   アジア・・・韓国、タイ国、マレーシア、シンガポール、香港 

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。 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付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いたします。 

３ 海外売上高

アジア
その他 
の地域

計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 108,710 4,516 113,227

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 166,513

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 65.29 2.71 68.00

アジア
その他 
の地域

計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 134,876 10,088 144,964

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 208,006

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 64.84 4.85 69.69

(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 2,642.96円 １株当たり純資産額 2,564.53円

１株当たり当期純利益金額 470.04円 １株当たり当期純利益金額 520.06円

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額(百万円) 192,666 183,430

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 7,990 6,192

(うち少数株主持分(百万円)) （7,990） (6,192)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 184,675 177,238

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数(千株)

69,874 69,111

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)

当期純利益(百万円) 32,909 36,137

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) 32,909 36,137

普通株式の期中平均株式数(千株) 70,014 69,488

(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) 

第89期 
(平成20年３月31日) 

第90期 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,004 82 

売掛金 250 193 

前払費用 3 5 

未収入金 333 2,374 

繰延税金資産 35 34 

その他 35 229 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 1,661 2,918 

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,255 1,299 

減価償却累計額 △541 △587 

建物（純額） 713 712 

構築物 80 82 

減価償却累計額 △47 △50 

構築物（純額） 33 31 

機械及び装置 1 1 

減価償却累計額 △1 △1 

機械及び装置（純額） 0 0 

車両運搬具 18 22 

減価償却累計額 △11 △3 

車両運搬具（純額） 7 19 

工具、器具及び備品 39 42 

減価償却累計額 △29 △31 

工具、器具及び備品（純額） 9 10 

土地 1,170 1,170 

有形固定資産合計 1,934 1,945 

無形固定資産 

ソフトウエア 20 16 

電話加入権 2 2 

施設利用権 0 0 

無形固定資産合計 23 19 

投資その他の資産 

投資有価証券 9,409 5,717 

関係会社株式 34,347 34,570 

出資金 1 1 

従業員に対する長期貸付金 13 9 

長期前払費用 1 1 

権利金 331 － 

会員権 － 324 

その他 263 282 

貸倒引当金 △148 △142 

投資その他の資産合計 44,219 40,764 

固定資産合計 46,176 42,729 

資産合計 47,838 45,648 
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(単位：百万円) 

第89期 
(平成20年３月31日) 

第90期 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

関係会社短期借入金 － 5,050 

未払金 126 11 

未払費用 65 71 

未払法人税等 19 1,917 

賞与引当金 36 31 

その他 36 18 

流動負債合計 284 7,100 

固定負債 

長期未払金 3 1 

繰延税金負債 1,149 470 

退職給付引当金 63 63 

役員退職慰労引当金 689 702 

固定負債合計 1,907 1,238 

負債合計 2,192 8,338 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,996 7,996 

利益剰余金 

利益準備金 1,999 1,999 

その他利益剰余金 

別途積立金 26,090 26,090 

繰越利益剰余金 7,255 3,433 

利益剰余金合計 35,344 31,522 

自己株式 △24 △3,308 

株主資本合計 43,317 36,210 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,329 1,099 

評価・換算差額等合計 2,329 1,099 

純資産合計 45,646 37,309 

負債純資産合計 47,838 45,648 
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(2)損益計算書 

(単位：百万円) 

第89期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第90期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業収益 9,426 2,323 

営業費用 

不動産賃貸原価 20 － 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 162 197 

給料及び手当 249 241 

賞与引当金繰入額 36 31 

役員退職慰労引当金繰入額 88 64 

退職給付引当金繰入額 △11 16 

旅費及び交通費 92 84 

減価償却費 37 61 

租税公課 54 16 

コンサルティング費用 104 － 

寄付金 61 69 

支払手数料 － 279 

その他 396 440 

販売費及び一般管理費合計 1,272 1,503 

営業費用合計 1,293 1,503 

営業利益 8,133 819 

営業外収益 

受取利息 66 42 

受取配当金 196 229 

為替差益 8 1 

雑収入 36 36 

営業外収益合計 307 309 

営業外費用 

支払利息 23 58 

その他 2 3 

営業外費用合計 25 62 

経常利益 8,414 1,067 

特別利益 

固定資産売却益 227 3 

その他 2 0 

特別利益合計 230 3 

特別損失 

固定資産売却損 － 0 

固定資産除却損 6 0 

投資有価証券売却損 － 639 

投資有価証券評価損 － 869 

会員権評価損 1 － 

貸倒引当金繰入額 － 0 

特別損失合計 7 1,509 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8,637 △438 

法人税、住民税及び事業税 53 △306 

法人税等調整額 375 102 

法人税等合計 429 △204 

当期純利益又は当期純損失（△） 8,208 △234 
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

第89期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第90期 
(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 7,996 7,996 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,996 7,996 

資本剰余金 

その他資本剰余金 

前期末残高 1,453 － 

当期変動額 

自己株式の消却 △1,453 － 

当期変動額合計 △1,453 － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,453 － 

当期変動額 

自己株式の消却 △1,453 － 

当期変動額合計 △1,453 － 

当期末残高 － － 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 1,999 1,999 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,999 1,999 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 19,090 26,090 

当期変動額 

別途積立金の積立 7,000 － 

当期変動額合計 7,000 － 

当期末残高 26,090 26,090 

繰越利益剰余金 

前期末残高 9,916 7,255 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,894 △3,586 

別途積立金の積立 △7,000 － 

当期純利益又は当期純損失（△） 8,208 △234 

自己株式の消却 △975 － 

当期変動額合計 △2,661 △3,821 

当期末残高 7,255 3,433 

利益剰余金合計 

前期末残高 31,005 35,344 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,894 △3,586 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 8,208 △234 

自己株式の消却 △975 － 

当期変動額合計 4,338 △3,821 

当期末残高 35,344 31,522 
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(単位：百万円) 

第89期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第90期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △11 △24 

当期変動額 

自己株式の取得 △2,441 △3,284 

自己株式の消却 2,428 － 

当期変動額合計 △12 △3,284 

当期末残高 △24 △3,308 

株主資本合計 

前期末残高 40,444 43,317 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,894 △3,586 

当期純利益又は当期純損失（△） 8,208 △234 

自己株式の取得 △2,441 △3,284 

自己株式の消却 － － 

当期変動額合計 2,872 △7,106 

当期末残高 43,317 36,210 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 4,789 2,329 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,459 △1,230 

当期変動額合計 △2,459 △1,230 

当期末残高 2,329 1,099 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 4,789 2,329 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,459 △1,230 

当期変動額合計 △2,459 △1,230 

当期末残高 2,329 1,099 

純資産合計 

前期末残高 45,233 45,646 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,894 △3,586 

当期純利益又は当期純損失（△） 8,208 △234 

自己株式の取得 △2,441 △3,284 

自己株式の消却 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,459 △1,230 

当期変動額合計 412 △8,336 

当期末残高 45,646 37,309 
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    該当事項はありません。 

  

  

 

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

 表示方法の変更

第89期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第90期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

           ――― 

  

 

  

 

  

（損益計算書関係） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「自己株式取

得手数料」（当事業年度１百万円）は、営業外費用の合

計額の100分の10以下であり、重要性が減少したため、

当事業年度より、営業外費用の「その他」に含めて表示

することに変更しております。 

    

 前事業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「固定資産売却益」は重要性が増したた

め、当事業年度より区分掲記しております。 

 なお、前事業年度の特別利益の「その他」に含めてお

りました「固定資産売却益」は０百万円であります。

（貸借対照表関係） 

 前事業年度まで掲記しておりました「権利金」は、Ｅ

ＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能

性を向上するため、当事業年度から「会員権」として表

示しております。 

  

（損益計算書関係） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「コンサルテ

ィング費用」（当事業年度49百万円）は、販売費及び一

般管理費の100分の５以下となったため、当事業年度よ

り販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示する

ことに変更しております。 

  

 前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示しておりました「支払手数料」は販売費及び

一般管理費の100分の５を超えたため、当事業年度より

区分掲記しております。 

 なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「その

他」に含めておりました「支払手数料」は17百万円であ

ります。 
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①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成21年6月26日付予定） 

  1.新任取締役候補 

  取締役   森川 善男 （現 大和軌道製造株式会社 専務取締役）  

  

 2.退任予定取締役 

  取締役   入江 隆昭 （大和軌道製造株式会社 相談役就任予定） 

  

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

大和工業（株）（5444）平成21年３月期　決算短信

－37－


