
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 合同製鐵株式会社 上場取引所 東 
コード番号 5410 URL http://www.godo-steel.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 栗川 勝俊
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 上地 秀典 TEL 06-6343-7600
四半期報告書提出予定日 平成21年8月6日
配当支払開始予定日 ―

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 23,670 58.4 1,012 ― 1,298 ― 143 ―
21年3月期第1四半期 56,835 ― △1,580 ― △1,630 ― △1,596 ―

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 0.84 ―
21年3月期第1四半期 △9.31 ―

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 184,110 100,629 51.1 549.21
21年3月期 190,626 99,095 48.7 542.06

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  94,106百万円 21年3月期  92,886百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 3.00 3.00

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

48,000 △59.1 800 △38.8 1,000 △14.3 0 △100.0 0.00

通期 107,000 △44.5 800 △93.2 1,000 △91.7 0 △100.0 0.00
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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３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28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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実績につきましては、
業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 171,452,113株 21年3月期  171,452,113株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  103,493株 21年3月期  94,741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 171,352,996株 21年3月期第1四半期 171,413,024株
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 当第１四半期連結累計期間の国内経済は、昨年来の世界的な景気後退が続く中で、企業収益が悪化、
あらゆる業種で需要は冷え込み生産減が続くという厳しい状況となっております。 
 電炉業界も、国内外における鋼材需要の回復の見通しがたたないことから、大幅な減産を余儀なくさ
れております。さらに、主原料である鉄スクラップ価格は、当第１四半期連結累計期間は比較的低位に
推移しましたが、アジアを中心とする海外の需要により上昇の気配も見られ、予断を許さない状況とな
っております。 
 このような中で鋼材販売数量は激減し、連結売上高は前年同期比33,164百万円減収の23,670百万円と
なりました。 
 利益につきましては、主原料である鉄スクラップ価格が昨年夏までに比べ低位に推移したことを主因
として、営業利益は前年同期比2,593百万円増加の1,012百万円、経常利益は前年同期比2,928百万円増
加の1,298百万円、四半期純利益は1,739百万円増加の143百万円となりました。 

①資産 
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて6,515百万円減少し、184,110

百万円となりました。 
 流動資産は前連結会計年度末に比べて7,899百万円減少の59,538百万円、固定資産は前連結会計年
度末に比べて1,383百万円増加の124,572百万円となりました。流動資産の減少は、主として受取手形
及び売掛金が鋼材販売数量減少により減少したことによるものであります。固定資産の増加は主とし
て保有株式の時価回復により投資有価証券が増加したことによるものであります。 

②負債 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて8,049百万円減少し、
83,481百万円となりました。 
 流動負債は前連結会計年度末に比べて10,223百万円減少の50,489百万円、固定負債は2,173百万円
増加の32,991百万円となりました。流動負債の減少は、主として大幅減産に伴い主原料である鉄スク
ラップの購入数量を抑制したことにより支払手形及び買掛金が減少したことによるものであります。
固定負債の増加は主として長期借入金の増加によるものであります。 

③純資産 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,533百万円増加し、
100,629百万円となりました。これは主として保有株式の時価回復によりその他有価証券評価差額金
が増加したことによるものであります。 
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の48.7％から51.1％に、1株当たり純資産額は542円６

銭から549円21銭となりました。 

連結業績予想につきましては、前回予想(平成21年４月28日発表)から修正しております。詳細につ
きましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化
がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお
ります。 

  
  固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却費について、予算に基づく年間償却予定額を期間按分し、期中の取得、売却又は除却
する固定資産の減価償却費の額を期間按分する方法によっております。 
なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。 
  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 
原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異については、原価計算期間末までにほぼ
解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰延べております。 

【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

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
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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 6,900 7,230

受取手形及び売掛金（純額） ※3  24,434 ※3  30,493

有価証券 10 250

商品及び製品 12,343 13,423

仕掛品 247 243

原材料及び貯蔵品 14,379 13,844

繰延税金資産 126 805

その他（純額） ※3  1,096 ※3  1,145

流動資産合計 59,538 67,437

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,683 17,910

機械装置及び運搬具（純額） 24,303 25,285

土地 59,414 59,444

建設仮勘定 991 469

その他（純額） 269 284

有形固定資産合計 ※1, ※2  102,662 ※1, ※2  103,395

無形固定資産 381 402

投資その他の資産   

投資有価証券 18,669 16,357

長期貸付金 258 275

その他（純額） ※3  2,600 ※3  2,758

投資その他の資産合計 21,528 19,391

固定資産合計 124,572 123,189

資産合計 184,110 190,626
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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 17,418 22,990

短期借入金 ※2  26,122 ※2  26,894

リース債務 48 52

未払法人税等 306 2,929

賞与引当金 630 1,417

その他 5,964 6,427

流動負債合計 50,489 60,712

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 ※2  15,526 ※2  13,244

リース債務 89 98

繰延税金負債 1,505 1,449

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824

退職給付引当金 1,746 1,731

負ののれん 1,169 1,258

その他 629 711

固定負債合計 32,991 30,818

負債合計 83,481 91,531

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,896 34,896

資本剰余金 9,885 9,885

利益剰余金 41,270 42,154

自己株式 △33 △31

株主資本合計 86,018 86,906

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68 △2,039

土地再評価差額金 8,019 8,019

評価・換算差額等合計 8,087 5,980

少数株主持分 6,522 6,209

純資産合計 100,629 99,095

負債純資産合計 184,110 190,626
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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 56,835 23,670

売上原価 ※1  55,521 ※1  20,648

売上総利益 1,313 3,021

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 ※2  2,894 ※2  2,008

営業利益又は営業損失（△） △1,580 1,012

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 154 164

固定資産賃貸料 73 73

持分法による投資利益 － 108

負ののれん償却額 84 88

その他 65 26

営業外収益合計 384 467

営業外費用   

支払利息 205 127

持分法による投資損失 162 －

その他 66 54

営業外費用合計 434 181

経常利益又は経常損失（△） △1,630 1,298

特別損失   

固定資産処分損 27 26

たな卸資産評価損 ※1  323 －

減損損失 － 21

その他 40 －

特別損失合計 390 48

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,020 1,250

法人税、住民税及び事業税 73 271

法人税等調整額 168 650

法人税等合計 241 921

少数株主利益又は少数株主損失（△） △665 185

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,596 143
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,020 1,250

減価償却費 1,526 1,475

減損損失 － 21

負ののれん償却額 △84 △88

固定資産除却損 25 17

固定資産売却損益（△は益） 0 △0

たな卸資産評価損 1,115 90

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

持分法による投資損益（△は益） 162 △108

受取利息及び受取配当金 △161 △169

支払利息 205 127

売上債権の増減額（△は増加） △8,488 6,059

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,526 450

仕入債務の増減額（△は減少） 17,130 △5,572

未払消費税等の増減額（△は減少） △69 △207

その他 668 △644

小計 2,483 2,699

利息及び配当金の受取額 216 297

利息の支払額 △136 △56

法人税等の支払額 △487 △2,829

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,075 110

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △100 －

有価証券の償還による収入 110 250

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 114 －

有形固定資産の取得による支出 △1,985 △1,351

有形固定資産の売却による収入 12 8

貸付けによる支出 △76 △0

貸付金の回収による収入 16 153

子会社株式の取得による支出 △7 －

その他 △90 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,007 △942
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（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) 

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） △120 △1,500

長期借入れによる収入 1,000 3,500

長期借入金の返済による支出 △981 △489

配当金の支払額 △485 △974

リース債務の返済による支出 △16 △14

その他 △26 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △629 501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △561 △330

現金及び現金同等物の期首残高 5,707 7,230

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  5,146 ※  6,900
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該当事項はありません。 

  

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める鉄鋼事業の割合が、いずれも90％を超え

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第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 事業の区分は、鉄鋼事業とその他の事業としております。 

２ 各事業の主な製品等 

(1) 鉄鋼事業……線材・形鋼・棒鋼等の鉄鋼製品、鉄鋼二次加工製品 

(2) その他の事業……不動産事業 

  

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

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

  

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

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

【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)

鉄鋼事業 
(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

23,523 146 23,670 ― 23,670

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 43 44 (44) ―

計 23,524 190 23,714 (44) 23,670

  営業利益 906 111 1,017 (4) 1,012

【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)

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)

【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)

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)

(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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生産高比較 

(単位：屯) 

 
  

 売上高比較 

 
(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。 

  
  
  

  

6. その他の情報

品  目 前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度

(20/4～20/6) (21/4～21/6) (20/4～21/3)

  粗  鋼（単独） 414,507 206,020 1,274,344

      （連結） 532,419 284,550 1,653,466

  鋼  材（単独） 396,772 200,443 1,208,771

      （連結） 505,843 269,918 1,569,062

品  目 項目 前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度

(20/4～20/6) (21/4～21/6) (20/4～21/3)

数量 392,675 屯 193,891 屯 1,240,420 屯

鋼  材 (単価) ( 86,527 円) （ 72,327 円) （ 96,519 円)

金額 33,976 百万円 14,023 百万円 119,724 百万円

そ の 他 金額 7,467 百万円 789 百万円 18,190 百万円

合  計 金額 41,444 百万円 14,812 百万円 137,915 百万円

(うち、輸出) （ 6,179 百万円） （ 976 百万円） （ 15,244 百万円）
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