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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 29,548 △45.2 5,186 36.2 6,499 △55.7 3,316 △64.6
21年3月期第1四半期 53,874 ― 3,809 ― 14,685 ― 9,356 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 47.98 ―
21年3月期第1四半期 133.90 ―

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

22年3月期第1四半期 242,792 196,151 77.7 2,728.58
21年3月期 234,187 183,430 75.7 2,564.53

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  188,576百万円 21年3月期  177,238百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

61,000 △49.1 8,000 △30.9 10,000 △71.4 5,000 △73.8 72.35

通期 120,000 △42.3 12,000 △46.4 18,000 △68.1 9,000 △75.1 130.22
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年４月30日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 71,960,000株 21年3月期  71,960,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,848,545株 21年3月期  2,848,485株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 69,111,472株 21年3月期第1四半期 69,874,363株
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当第１四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は、昨秋以降、世界的な金融危機による急
速な需要の落ち込みと需要家による在庫調整が今年の１月から３月にかけて底打ちした感はあるものの、
まだ本格的な回復には至らないというものでした。このような状況のもと、当社グループは稼働率が低い
なかでのコスト削減と販売数量の積み増しに努めてまいりましたが、前年同期に比べ、販売数量、販売単
価ともに下落し、売上高は前年同期比45.2％の減少となっております。 
 日本におきましては、形鋼需要のうち、建築需要の回復の兆しは見えないものの、土木関連需要は上向
き傾向にあり、４月から６月における生産・販売量は、１月から３月における生産・販売量をともに上回
りました。主原料であるスクラップ価格は上昇局面を迎えておりますが、副資材価格の値下がり、生産量
増加に伴う固定費負担減少の効果もあり、販売価格は引き下げつつも一定の利益を確保しております。 
 連結子会社を有する韓国、タイ国、また持分法適用関連会社を有する米国におきましても、それぞれ当
第１四半期に該当する１月から３月にかけて需要の減少には歯止めがかかったものと見られます。 
  
 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は29,548百万円（前年同期比45.2％減）、営業利益は
5,186百万円（前年同期比36.2％増）、経常利益は6,499百万円（前年同期比55.7％減）、四半期純利益は
3,316百万円（前年同期比64.6％減）となりました。 
  
なお、当第１四半期連結累計期間における海外子会社、関係会社の財務諸表から連結財務諸表の作成に

かかる期中平均の為替レートは次のとおりです。 
（海外各社の当第１四半期累計期間は平成21年１月～３月） 
 95.22円／米ドル、2.68円／バーツ、14.86ウォン／円 
  
また、前第１四半期連結累計期間における期中平均の為替レートは次のとおりです。 

（海外各社の前第１四半期累計期間は平成20年１月～３月） 
  103.79円／米ドル、3.38円／バーツ、9.21ウォン／円 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、タイ国のサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミ
テッドの第２工場建設に伴う建設仮勘定が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ8,605百万円
増加の242,792百万円となりました。 
 負債につきましては借入金の減少と未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ4,115百万
円減少の46,641百万円となりました。 
 また、純資産につきましては、四半期純利益の増加、配当による減少の他、為替換算調整勘定が9,235
百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ12,720百万円増加の196,151百万円となりました。 
  
なお、当第１四半期連結会計期間末における海外子会社、関係会社の財務諸表から連結財務諸表の作成

にかかる為替レートは次のとおりです。 
 （海外各社の当第１四半期会計期間末は平成21年３月末） 
 98.26円／米ドル、2.76円／バーツ、14.01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20年12月末） 
 91.01円／米ドル、2.60円／バーツ、13.82ウォン／円 
  

（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） 

主に税金等調整前四半期純利益と米国の持分法適用関連会社からの現金分配により、営業活動による資
金は9,414百万円増加しました。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 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り、投資活動
による資金は6,920百万円減少しました。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 配当金の支払、借入金の返済等により、財務活動による資金は4,281百万円減少しました。 
 以上に現金及び現金同等物に係る換算差額5,337百万円と連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△409百万円を加味し、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末
と比べ3,139百万円増加の87,336百万円となりました。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報

２. 連結財政状態に関する定性的情報 
（1）財政状態の変動
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平成21年４月30日発表の業績予想の前提条件から、現時点では大きな変更はございませんが、当第２四
半期連結累計期間の業績予想につきましては、販売トン数が当初の見通しより若干増加する見通しである
ことから、売上高を61,000百万円（前回予想比5.2％増）、営業利益を8,000百万円（前回予想比14.3％
増）、経常利益を10,000百万円（前回予想比25.0％増）、四半期純利益を5,000百万円（前回予想比
25.0％増）と修正いたします。 
 また、通期の業績予想につきましては、売上高は概ね上期並みで推移する見込みであること及び主原料
であるスクラップ価格の上昇を見込んでいることから、売上高を120,000百万円（前回予想比2.4％減）、
営業利益を12,000百万円（前回予想比20.0％増）、経常利益を18,000百万円（前回予想比12.5％増）、当
期純利益を9,000百万円（前回予想比12.5％増）と修正いたします。 
  

  

該当事項はありません。 
 （参考） 
   前連結会計年度末まで連結子会社であった北斗通信株式会社は、四半期連結財務諸表に及ぼす影 
  響が軽微であるため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 
  

（簡便な会計処理） 
①棚卸資産の評価方法 
 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部の子会社では実地棚卸を省略し、
前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行っております。 
  
②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の
発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
税金費用の計算 
 一部の子会社を除き、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合
理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

  
  

３. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 該当事項はありません。
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5.四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 81,956 85,564

受取手形及び売掛金 25,409 26,581

有価証券 7,302 －

商品及び製品 6,476 5,790

仕掛品 549 495

原材料及び貯蔵品 11,167 11,073

その他 1,773 2,407

貸倒引当金 △72 △86

流動資産合計 134,562 131,826

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,973 9,211

機械装置及び運搬具（純額） 10,966 10,536

土地 13,479 13,877

建設仮勘定 25,258 19,295

その他（純額） 148 139

有形固定資産合計 58,827 53,059

無形固定資産   

のれん 3,686 3,776

その他 269 261

無形固定資産合計 3,956 4,037

投資その他の資産   

投資有価証券 9,405 7,188

出資金 33,311 35,433

その他 2,874 2,783

貸倒引当金 △145 △142

投資その他の資産合計 45,446 45,263

固定資産合計 108,229 102,361

資産合計 242,792 234,187
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 10,561 10,747

短期借入金 2,854 6,623

関係会社短期借入金 300 －

未払法人税等 774 3,334

賞与引当金 271 464

その他 9,042 7,864

流動負債合計 23,804 29,034

固定負債   

長期借入金 10,764 10,140

繰延税金負債 8,305 7,344

退職給付引当金 1,878 1,901

役員退職慰労引当金 1,046 1,156

その他 842 1,180

固定負債合計 22,836 21,722

負債合計 46,641 50,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 1,029 1,029

利益剰余金 203,442 202,393

自己株式 △2,242 △2,242

株主資本合計 210,226 209,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,367 1,312

繰延ヘッジ損益 － 2

為替換算調整勘定 △24,017 △33,253

評価・換算差額等合計 △21,649 △31,938

少数株主持分 7,574 6,192

純資産合計 196,151 183,430

負債純資産合計 242,792 234,187
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(2)四半期連結損益計算書 
第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 53,874 29,548

売上原価 47,278 22,166

売上総利益 6,595 7,382

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,165 920

給料及び手当 301 292

賞与引当金繰入額 90 60

退職給付引当金繰入額 20 23

役員退職慰労引当金繰入額 91 19

その他 1,116 878

販売費及び一般管理費合計 2,785 2,195

営業利益 3,809 5,186

営業外収益   

受取利息 835 219

受取配当金 154 110

持分法による投資利益 9,969 656

デリバティブ評価益 － 713

その他 158 140

営業外収益合計 11,117 1,840

営業外費用   

支払利息 154 66

為替差損 80 284

デリバティブ評価損 － 177

その他 6 0

営業外費用合計 241 528

経常利益 14,685 6,499

特別損失   

固定資産売却損 － 25

固定資産除却損 4 0

その他 － 3

特別損失合計 4 28

税金等調整前四半期純利益 14,681 6,470

法人税、住民税及び事業税 4,423 1,142

法人税等調整額 296 1,022

法人税等合計 4,719 2,164

少数株主利益 605 989

四半期純利益 9,356 3,316
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 14,681 6,470

減価償却費 1,150 897

受取利息及び受取配当金 △989 △330

支払利息 154 66

持分法による投資損益（△は益） △9,969 △656

売上債権の増減額（△は増加） △5,092 848

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,974 △645

仕入債務の増減額（△は減少） 5,341 △32

その他 278 216

小計 2,581 6,834

利息及び配当金の受取額 10,602 5,740

利息の支払額 △99 △87

法人税等の支払額 △1,535 △3,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,548 9,414

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 △177 △1,498

定期預金の払戻による収入 1,005 980

有形固定資産の取得による支出 △2,212 △6,114

関係会社株式の取得による支出 － △178

その他 △11 △110

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,395 △6,920

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 2,832 2,991

短期借入金の返済による支出 △4,087 △3,964

長期借入金の返済による支出 △760 △1,747

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △1,555 △1,557

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 △3,574 △4,281

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,229 5,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,650 3,549

現金及び現金同等物の期首残高 81,781 84,196

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △409

現金及び現金同等物の四半期末残高 78,131 87,336
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該当事項はありません。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 
  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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、前第３四半期連結会計期間末より「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、前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 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） 

      当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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と比べて、重工加 

     工品事業において営業利益が65百万円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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）

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

50,209 962 2,338 363 53,874 ― 53,874

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,641 ― ― ― 1,641 (1,641) ―

計 51,851 962 2,338 363 55,516 (1,641) 53,874

営業利益又は 
営業損失（△）

4,225 △8 △79 20 4,157 (348) 3,809
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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…………不動産の賃貸、管理、緑化、メスキュード等 

                  なお、北斗通信株式会社を当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外 

                 しているため、従来その他の事業の主な製品に含めておりました、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、接続端子かんは主な製品から除 

                 外しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 
  
前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
  

 
  
（注） １ 前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連結子会社となったことに伴 

      い、従来単一表示していた「アジア」を前第３四半期連結会計期間末より「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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  
    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） 

      当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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と比べて、日本に 

     おいて営業利益が65百万円減少しております。 

  

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）

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

27,206 916 1,375 49 29,548 ― 29,548

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

471 ― ― ― 471 （471） ―

計 27,678 916 1,375 49 30,019 （471） 29,548

営業利益 5,180 32 275 12 5,500 （313） 5,186

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)

売上高

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高

19,328 18,878 15,667 53,874 ― 53,874

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

― ― ― ― ― ―

計 19,328 18,878 15,667 53,874 ― 53,874

営業利益 279 1,769 2,109 4,157 (348) 3,809
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
  

 
  
（注） 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  
  
【海外売上高】 
  
前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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す。 

     アジア・・・韓国、タイ国、シンガポール、マレーシア 

  
    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。 

  
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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す。 

     アジア・・・韓国、タイ国、シンガポール、マレーシア 

  
    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。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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)

売上高

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高

10,055 11,021 8,471 29,548 ― 29,548

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,055 11,021 8,471 29,548 ― 29,548

営業利益 1,796 981 2,722 5,500 （313） 5,186

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 34,063 2,188 36,251

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 53,874

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

63.23 4.06 67.29

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,351 331 19,682

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 29,548

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

65.49 1.12 66.61

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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