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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 47,677 △59.4 1,175 △10.1 1,486 27.4 99 △86.5
21年3月期第2四半期 117,362 ― 1,307 ― 1,167 ― 741 ―

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2四半期 0.58 ―
21年3月期第2四半期 4.33 ―

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2四半期 180,700 99,460 51.4 542.32
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2四半期  92,926百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 108,000 △43.9 2,600 △77.9 2,700 △77.6 1,100 △79.7 6.42
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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７月３１日に公表いたしました平成２２年３月期通期連結業績予想数値は、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2四半期 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2四半期  104,154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2四半期 171,352,666株 21年3月期第2四半期 171,402,206株
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 当第２四半期連結累計期間の国内経済は、アジア向けを中心とした海外需要に牽引される形で一部業
界に需要回復の兆しがあるものの、国内は全般的に需要減退が続いており、円高の継続、資源価格の再
上昇など景気回復への不安要素も多く、今後も予断を許さない状況にあります。 
 電炉業界についても、主要販売先である国内建設業界を中心に大きく減少した鋼材需要の回復が進ま
ず、減産継続を余儀なくされております。また、主原料である鉄スクラップ価格は、昨年のような急激
な振れは見られないものの、アジアを中心とした海外の需要の影響を受けやすい状況が続いておりま
す。 
 このような中で、当社の鋼材販売数量は回復せず、連結売上高は、前年同期比69,685百万円減収の
47,677百万円となりました。 
 利益につきましては、前年同期に比べ、主原料である鉄スクラップ価格が低位に推移したものの、数
量・価格が大幅に低下したということにより、営業利益は前年同期比132百万円減少の1,175百万円、経
常利益は前年同期比319百万円増加の1,486百万円、四半期純利益は641百万円減少の99百万円となりま
した。 

①資産 

当第２四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9,926百万円減少し、180,700
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10,226百万円減少の57,211百万円、固定資産は前連結会計年
度末に比べて300百万円増加の123,489百万円となりました。流動資産の減少は、鋼材販売数量の落ち
込みによる受取手形及び売掛金の減少が主因です。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２四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10,290百万円減少し、
81,240百万円となりました。  
 流動負債は前連結会計年度末に比べて10,052百万円減少の50,660百万円、固定負債はやや減少し
30,580百万円となりました。流動負債の大幅減少は、主として大幅減産に伴い鉄スクラップ等の原材
料購入数量の減少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。 

③純資産 

当第２四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364百万円増加し、
99,460百万円となりました。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51.4％に、1株当たり純資産額は542円６

銭から542円32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７月31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２四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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

・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

(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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,702 7,230

受取手形及び売掛金（純額） 24,979 30,493

有価証券 20 250

商品及び製品 11,015 13,423

仕掛品 287 243

原材料及び貯蔵品 13,056 13,844

繰延税金資産 89 805

その他（純額） 1,059 1,145

流動資産合計 57,211 67,437

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,010 17,910

機械装置及び運搬具（純額） 24,580 25,285

土地 59,476 59,444

建設仮勘定 757 469

その他（純額） 268 284

有形固定資産合計 103,092 103,395

無形固定資産 359 402

投資その他の資産   

投資有価証券 17,403 16,357

長期貸付金 252 275

その他（純額） 2,380 2,758

投資その他の資産合計 20,037 19,391

固定資産合計 123,489 123,189

資産合計 180,700 190,626
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 15,615 22,990

短期借入金 28,252 26,894

リース債務 44 52

未払法人税等 423 2,929

賞与引当金 895 1,417

その他 5,428 6,427

流動負債合計 50,660 60,712

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 13,423 13,244

リース債務 79 98

繰延税金負債 1,379 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 1,733 1,731

負ののれん 1,080 1,258

その他 557 711

固定負債合計 30,580 30,818

負債合計 81,240 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 41,226 42,154

自己株式 △34 △31

株主資本合計 85,975 86,906

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,068 △2,039

土地再評価差額金 8,019 8,019

評価・換算差額等合計 6,950 5,980

少数株主持分 6,534 6,209

純資産合計 99,460 99,095

負債純資産合計 180,700 190,626
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 117,362 47,677

売上原価 110,373 42,424

売上総利益 6,989 5,253

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 5,681 4,078

営業利益 1,307 1,175

営業外収益   

受取利息 13 9

受取配当金 157 165

固定資産賃貸料 148 147

持分法による投資利益 － 166

負ののれん償却額 173 177

その他 118 44

営業外収益合計 611 711

営業外費用   

支払利息 388 272

持分法による投資損失 164 －

その他 198 127

営業外費用合計 751 400

経常利益 1,167 1,486

特別利益   

固定資産売却益 5 －

投資有価証券売却益 24 －

事業譲渡益 104 －

特別利益合計 134 －

特別損失   

固定資産処分損 43 66

たな卸資産評価損 323 －

減損損失 － 21

その他 43 5

特別損失合計 409 93

税金等調整前四半期純利益 892 1,392

法人税、住民税及び事業税 574 355

法人税等調整額 185 639

法人税等合計 760 994

少数株主利益又は少数株主損失（△） △610 297

四半期純利益 741 99
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 60,527 24,007

売上原価 54,852 21,775

売上総利益 5,675 2,232

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 2,786 2,070

営業利益 2,888 162

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 2 1

固定資産賃貸料 74 73

持分法による投資利益 － 58

負ののれん償却額 88 88

その他 53 17

営業外収益合計 226 244

営業外費用   

支払利息 183 144

持分法による投資損失 1 －

その他 132 73

営業外費用合計 317 218

経常利益 2,797 187

特別利益   

固定資産売却益 5 －

投資有価証券売却益 24 －

事業譲渡益 104 －

特別利益合計 134 －

特別損失   

固定資産処分損 16 39

その他 3 5

特別損失合計 19 45

税金等調整前四半期純利益 2,912 142

法人税、住民税及び事業税 501 84

法人税等調整額 17 △10

法人税等合計 518 73

少数株主利益 55 112

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,338 △43
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 892 1,392

減価償却費 3,002 2,948

減損損失 － 21

負ののれん償却額 △173 △177

固定資産除却損 45 59

固定資産売却損益（△は益） △5 △1

事業譲渡損益（△は益） △104 －

たな卸資産評価損 1,074 △222

投資有価証券売却損益（△は益） △24 －

持分法による投資損益（△は益） 164 △166

受取利息及び受取配当金 △171 △174

支払利息 388 272

売上債権の増減額（△は増加） △11,239 5,514

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,801 3,374

仕入債務の増減額（△は減少） 18,305 △7,375

未払消費税等の増減額（△は減少） △43 △196

その他 129 △811

小計 1,440 4,456

利息及び配当金の受取額 223 301

利息の支払額 △392 △275

法人税等の支払額 △518 △2,829

営業活動によるキャッシュ・フロー 753 1,653

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 △4 △3

投資有価証券の売却による収入 145 －

有形固定資産の取得による支出 △3,328 △3,105

有形固定資産の売却による収入 25 8

貸付けによる支出 △202 △0

貸付金の回収による収入 26 207

事業譲渡による収入 132 －

子会社株式の取得による支出 △7 －

その他 199 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,002 △2,646
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 2,280 1,200

長期借入れによる収入 3,000 3,500

長期借入金の返済による支出 △3,362 △3,162

配当金の支払額 △513 △1,023

リース債務の返済による支出 △32 △29

その他 △33 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,337 464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △911 △528

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 4,796 6,702
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

３ 会計方針の変更 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

「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」に記載のとおり、「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)を第１四

半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益は「鉄鋼事

業」で751百万円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

  

(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)

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

117,064 298 117,362 ― 117,362

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 81 81 (81) ―

計 117,064 379 117,444 (81) 117,362

  営業利益 1,099 216 1,316 (8) 1,307

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

47,387 290 47,677 ― 47,677

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 88 88 (88) ―

計 47,388 378 47,766 (88) 47,677

  営業利益 961 222 1,183 (8) 1,175

― 10 ―

合同製鐵㈱　(５４１０)　平成22年３月期　第２四半期決算短信



前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

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

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

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

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 
 該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

(20/4～20/9) (21/4～21/9) (20/4～21/3)

  粗  鋼（単独） 790,310 393,754 1,274,344

      （連結） 999,032 539,324 1,653,466

  鋼  材（単独） 764,255 397,624 1,208,771

      （連結） 962,040 535,338 1,569,062

品  目 項目 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

(20/4～20/9) (21/4～21/9) (20/4～21/3)

数量 767,569 屯 410,206 屯 1,240,420 屯

鋼  材 (単価) ( 94,244 円) （ 68,670 円) （ 96,519 円)

金額 72,338 百万円 28,168 百万円 119,724 百万円

そ の 他 金額 14,325 百万円 1,988 百万円 18,190 百万円

合  計 金額 86,664 百万円 30,157 百万円 137,915 百万円

(うち、輸出) （ 13,072 百万円） （ 2,269 百万円） （ 15,244 百万円）
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