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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 94,154 △48.1 11,334 △50.0 16,003 △69.9 8,606 △70.9
21年3月期第3四半期 181,327 ― 22,648 ― 53,087 ― 29,561 ―

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3四半期 124.53 ―
21年3月期第3四半期 424.65 ―

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3四半期 239,321 190,602 76.4 2,643.97
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3四半期  182,727百万円 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
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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
22年3月期 ― 20.00 ―
22年3月期 

（予想）
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  無   

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 120,000 △42.3 12,000 △46.4 18,000 △68.1 9,000 △75.1 130.23
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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 
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3四半期 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3四半期  2,848,852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3四半期 69,111,381株 21年3月期第3四半期 69,614,065株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は、各連結子会社、持分法適用関連会社そ
れぞれの所在国によって状況が異なるまだら模様となってきております。 
 日本におきましては、鉄鋼需要は昨年の１月から３月にかけて一旦底打ちをしたと見られたものの、昨
年10月以降、建築関連、土木関連工事による需要がともに急速に冷え込んだことから売上は落ち込みまし
た。また、主原料であるスクラップ価格は、アジア諸国の旺盛な輸入による影響を受け、12月から急上昇
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は、いずれも昨
年１月から９月までの業績が当第３四半期連結累計期間に反映されますが、それぞれ、需要は一旦底離れ
した後、大きな変動がない状況で推移しました。 
  
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は94,154百万円（前年同期比48.1％減）、営業利益は
11,334百万円（前年同期比50.0％減）、経常利益は16,003百万円（前年同期比69.9％減）、四半期純利益
は8,606百万円（前年同期比70.9％減）となりました。 
  
なお、当第３四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３四半期累計期間は平成21年１月～９月） 
 94.92円／米ドル、2.74円／バーツ、13.83ウォン／円 
  
また、前第３四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３四半期累計期間は平成20年１月～９月） 
  105.42円／米ドル、3.26円／バーツ、 9.61ウォン／円 

  

（1）財政状態の変動   
当第３四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（以下ＳＹＳ）の第２工場建設に伴う建設仮勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ5,134
百万円増加の239,321百万円となりました。 
 負債につきましては、借入金の減少、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,037百
万円減少の48,718百万円となりました。 
 また、純資産につきましては、四半期純利益の増加、配当による減少等により前連結会計年度末に比べ
7,172百万円増加の190,602百万円となりました。 
  
なお、当第３四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３四半期会計期間末は平成21年９月末） 
 90.21円／米ドル、2.68円／バーツ、13.18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25,846百万円増加しました。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 主にＳＹＳ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13,004百万円減少しました。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 配当金の支払い、借入金の返済等により、財務活動による資金は7,308百万円減少しました。 
  
 以上に現金及び現金同等物に係る換算差額△926百万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３四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4,196百万円増加の88,393百万円となりました。 

・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
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各連結子会社、持分法適用関連会社のいずれにおいても、需要の本格的な回復にはまだ時間がかかると
思われるなか、昨年12月以降上昇しているスクラップ価格の販売価格への反映が課題となっております。
 業績予想に関しましては、各連結子会社、持分法適用関連会社の業績予想が個別では従来予想より若干
の上下があるものの、連結業績で勘案した結果、平成21年10月30日発表の業績予想と比較して大きな変動
はなく、前回公表どおりといたします。 
 なお、ＳＹＳの第２工場につきましては、マプタプット工業団地（東部ラヨーン県）の65プロジェクト
に対し一時停止命令を受けた影響で、当初ＳＹＳの第４四半期（平成21年10月～12月）に予定しておりま
した稼働開始時期が延びておりますが、平成21年12月24日に開示いたしましたとおり、タイ国中央行政裁
判所の決定によりＳＹＳの第２工場は一時停止命令の対象外となりました。既に設備は完成しているた
め、現在各種のテストを行っており、必要な準備が整い次第、操業開始の予定であります。 
  

  

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、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３四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、
前連結会計年度末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は、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、前連結会計年度末以降に経営環境等、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、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や
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。 
  

該当事項はありません。 
  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 88,793 85,564

受取手形及び売掛金 27,689 26,581

有価証券 3,700 －

商品及び製品 6,344 5,790

仕掛品 534 495

原材料及び貯蔵品 12,532 11,073

その他 2,831 2,407

貸倒引当金 △69 △86

流動資産合計 142,356 131,826

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,818 9,211

機械装置及び運搬具（純額） 10,147 10,536

土地 13,877 13,877

建設仮勘定 28,574 19,295

その他（純額） 146 139

有形固定資産合計 61,564 53,059

無形固定資産   

のれん 3,506 3,776

その他 279 261

無形固定資産合計 3,786 4,037

投資その他の資産   

投資有価証券 8,795 7,188

出資金 20,611 35,433

その他 2,352 2,783

貸倒引当金 △145 △142

投資その他の資産合計 31,613 45,263

固定資産合計 96,965 102,361

資産合計 239,321 234,187
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 12,066 10,747

短期借入金 1,638 6,623

関係会社短期借入金 300 －

未払法人税等 440 3,334

賞与引当金 352 464

その他 10,159 7,864

流動負債合計 24,956 29,034

固定負債   

長期借入金 10,331 10,140

繰延税金負債 9,629 7,344

退職給付引当金 1,951 1,901

役員退職慰労引当金 1,129 1,156

その他 719 1,180

固定負債合計 23,762 21,722

負債合計 48,718 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 207,386 202,393

自己株式 △2,243 △2,242

株主資本合計 214,168 209,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,959 1,312

繰延ヘッジ損益 － 2

為替換算調整勘定 △33,400 △33,253

評価・換算差額等合計 △31,441 △31,938

少数株主持分 7,875 6,192

純資産合計 190,602 183,430

負債純資産合計 239,321 234,187
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(2)四半期連結損益計算書 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 181,327 94,154

売上原価 150,162 75,957

売上総利益 31,165 18,197

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,388 3,080

給料及び手当 833 915

賞与引当金繰入額 243 95

退職給付引当金繰入額 70 64

役員退職慰労引当金繰入額 194 96

その他 3,787 2,610

販売費及び一般管理費合計 8,517 6,863

営業利益 22,648 11,334

営業外収益   

受取利息 1,946 621

受取配当金 269 179

持分法による投資利益 28,700 3,417

デリバティブ評価益 988 638

その他 477 815

営業外収益合計 32,382 5,671

営業外費用   

支払利息 418 118

為替差損 1,132 －

デリバティブ評価損 364 847

その他 28 36

営業外費用合計 1,942 1,002

経常利益 53,087 16,003

特別利益   

固定資産売却益 7 1

貸倒引当金戻入額 － 0

特別利益合計 7 1

特別損失   

固定資産売却損 0 25

固定資産除却損 31 2

投資有価証券売却損 639 －

投資有価証券評価損 636 22

その他 0 3

特別損失合計 1,308 52

税金等調整前四半期純利益 51,786 15,952

法人税、住民税及び事業税 16,741 3,828

法人税等調整額 3,236 1,966

法人税等合計 19,978 5,794

少数株主利益 2,246 1,551

四半期純利益 29,561 8,606
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31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 51,786 15,952

減価償却費 3,529 2,902

受取利息及び受取配当金 △2,216 △801

支払利息 418 118

為替差損益（△は益） 1,046 △321

持分法による投資損益（△は益） △28,700 △3,417

投資有価証券売却損益（△は益） 639 －

投資有価証券評価損益（△は益） 636 22

デリバティブ評価損益（△は益） △623 209

売上債権の増減額（△は増加） △9,529 △812

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,778 △1,785

仕入債務の増減額（△は減少） 5,232 1,030

その他 1,494 904

小計 14,935 14,002

利息及び配当金の受取額 29,384 19,471

利息の支払額 △389 △153

法人税等の支払額 △14,067 △7,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,863 25,846

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 △976 △6,302

定期預金の払戻による収入 1,780 3,750

有形固定資産の取得による支出 △10,230 △10,071

投資有価証券の取得による支出 △571 △1

投資有価証券の売却による収入 742 －

関係会社株式の取得による支出 － △194

関係会社出資金の取得による支出 △2,630 －

その他 △7 △184

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,893 △13,004

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 9,897 3,553

短期借入金の返済による支出 △13,938 △6,068

長期借入れによる収入 4,727 －

長期借入金の返済による支出 △2,200 △1,857

自己株式の取得による支出 △1,298 △1

配当金の支払額 △3,246 △2,932

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,061 △7,308

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,820 △926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,087 4,606

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 83,869 88,393
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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…………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。 

(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

168,633 3,609 7,976 1,107 181,327 ― 181,327

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

4,694 ― 1 ― 4,695 （4,695） ―

計 173,327 3,609 7,977 1,107 186,023 （4,695） 181,327

営業利益 22,492 170 873 17 23,554 （906） 22,648

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

86,664 2,882 4,458 149 94,154 ― 94,154

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,499 ― ― ― 1,499 （1,499） ―

計 88,163 2,882 4,458 149 95,654 （1,499） 94,154

営業利益 11,326 108 785 34 12,255 （921） 11,334
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【所在地別セグメント情報】 
  
前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

  
  
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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。 

  

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

57,628 70,789 52,910 181,327 ― 181,327

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

― ― ― ― ― ―

計 57,628 70,789 52,910 181,327 ― 181,327

営業利益 7,597 6,221 9,735 23,554 （906） 22,648

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

30,526 38,721 24,906 94,154 ― 94,154

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

― ― ― ― ― ―

計 30,526 38,721 24,906 94,154 ― 94,154

営業利益 3,080 3,866 5,308 12,255 （921） 11,334

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 120,820 8,637 129,458

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 181,327

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

66.63 4.76 71.39
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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。 

  
  

該当事項はありません。 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 62,517 1,787 64,304

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 94,154

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

66.40 1.90 68.30

(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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