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本日、当社子会社である豊平製鋼株式会社が平成 23 年 3 月期（平成 22 年 4 月 1 日 ～ 平成

23 年 3 月 31 日）の業績予想を別添資料のとおり開示いたしましたのでお知らせいたします。 
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（百万円未満切捨て） 

上場会社名 豊平製鋼 株式会社 上場取引所 札 

コード番号 5450 URL http://www.toyohira.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 笹田 幹雄

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役総務部長 （氏名） 三田 広志 TEL 011-661-2151
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月14日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 11,737 △33.7 410 ― 439 ― 411 ―

21年3月期 17,693 11.8 △1,138 ― △1,122 ― △1,161 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 31.78 ― 4.1 3.6 3.5
21年3月期 △89.79 ― △11.1 △8.9 △6.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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

22年3月期 12,458 10,242 82.2 792.07
21年3月期 11,653 9,813 84.2 758.92

（参考） 自己資本  22年3月期  10,242百万円 21年3月期  9,813百万円

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

22年3月期 1,163 △399 △46 2,226
21年3月期 1,291 △790 △133 1,508

2.  配当の状況 

（注） 23年３月期の配当予想は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― 0.0
22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 64 15.7 0.6

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

7,300 12.2 40 △91.5 50 △89.7 10 △98.1 0.77

通期 13,700 16.7 180 △56.1 200 △54.5 170 △58.6 13.15
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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、12ページ「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」をご覧ください。 

(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、17ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 22年3月期 12,937,000株 21年3月期 12,937,000株

② 期末自己株式数 22年3月期 6,160株 21年3月期 5,660株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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）

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 ％

22年3月期 11,485 △34.1 359 ― 392 ― 345 ―

21年3月期 17,436 12.3 △1,145 ― △1,125 ― △1,129 ―

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

22年3月期 26.73 ―

21年3月期 △87.32 ―

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 12,196 10,100 82.8 781.12
21年3月期 11,410 9,737 85.3 753.02

（参考） 自己資本 22年3月期  10,100百万円 21年3月期  9,737百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したもので、将来の業績に影響を与える不確実な要因については本資料発
表日現在における予測を前提としております。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、上記の予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 

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 
累計期間

7,200 13.0 10 △97.5 20 △95.3 0 △100.0 0.00

通期 13,400 16.7 150 △58.2 170 △56.7 150 △56.6 11.60
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度のわが国経済は、昨年度からの世界的な金融・経済危機に伴う景気停滞局面の中、企

業収益の減少に加え雇用情勢や個人消費の改善が進まず、デフレ圧力が強まるなど、引き続き厳しい経

営環境が続きました。道内経済については、全国的な状況に比べて更に厳しい状況が続いております。 

 

このような経済環境のもと、当連結会計年度の業績につきましては、連結売上高は117億37百万円（前

年度実績176億93百万円）と減収となりましたが、収益は改善し、連結経常利益は４億39百万円（前年

度実績11億22百万円の損失）、連結当期純利益は４億11百万円（前年度実績11億61百万円の損失）とな

りました。 

 

次に、連結業績をセグメント別に見ていきますと、棒鋼事業は製品販売価格の下落により売上高は93

億22百万円（前年度実績153億11百万円）となりましたが、原料スクラップ価格低下によるコスト減少

等で賄い、営業利益は１億99百万円（前年度実績11億93百万円の損失）となりました。 

橋梁・産業機械事業では、公共投資削減に伴う厳しい競争環境の中、受注活動を展開した結果、前年

度を上回る受注を確保できたこと及び会計基準の変更に伴う工事進行基準の適用範囲の拡大により、売

上高は24億15百万円（前年度実績23億82百万円）となり、加えて固定費等の削減効果もあり、営業利益

は２億48百万円（前年度実績96百万円）となりました。 

 

②次期の見通し 

  今後の見通しにつきましては、景気の二番底懸念は薄まりつつありますが、引き続き予断を許さない

状況が続くものと思われます。 

  このような状況のなか、棒鋼事業では、原料スクラップ価格の高騰が続いており、収益状況は厳しい

ものとなっております。当社と致しましては、製品販売価格の改善に努めるとともに、一層のコスト削

減を図ることで、収益の確保を図ってまいります。 

  橋梁・産業機械事業では、今後も厳しい事業環境が続くものと思われますが、受注量の確保と原価低

減により、採算性向上に努めてまいります。 

  以上の状況を踏まえ、通期の業績につきましては、連結売上高137億円、連結営業利益１億80百万円、

連結経常利益２億円、連結当期純利益１億70百万円を見込んでおります。 

 

 

(2)財政状態に関する分析 

  当連結会計年度の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるものは11億63百万円の収

入（前年度実績12億91百万円の収入）となりました。その主なものは、税金等調整前当期純利益４億32

百万円に加え、減価償却費８億43百万円があったことによるものです。 

  投資活動によるものは、固定資産の取得等により３億99百万円の支出（前年度実績７億90百万円の支

出）となりました。 

  また、財務活動によるものは、ファイナンス・リース債務の返済等により46百万円の支出（前年度実

績１億33百万円の支出）となりました。 

  これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前年度末に比べて７億17百万円増加

して22億26百万円となりました。 
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  配当につきましては、業績に応じて行うことを原則とし、装置産業としての競争力を確保する為の的

確な設備投資に備えた内部留保の充実なども勘案して決定することとしております。 

  当期の期末配当につきましては、上記の状況を踏まえ、１株５円とさせていただく予定です。 

  次期の配当につきましては、通期の業績、設備更新に備えた内部留保及び先行きの業績見通し等を勘

案して決定致したく、現段階では未定とさせていただきます。 

 

 

２．企業集団の状況         

  最近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

 

３．経営方針 

  (1)会社の経営の基本方針、(2)会社の経営戦略及び対処すべき課題 

平成21年３月期決算短信（平成21年４月24日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.toyohira.co.jp/ir/report_kessan.html 

（札幌証券取引所ホームページ） 

http://www.sse.or.jp/tandoku/kessan.html  
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 48 56 

受取手形及び売掛金 2,045 2,789 

製品 723 826 

半製品 － 55 

仕掛品 181 － 

原材料及び貯蔵品 608 689 

繰延税金資産 344 192 

短期貸付金 1,460 2,170 

その他 152 42 

貸倒引当金 △3 △4 

流動資産合計 5,561 6,817 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,435 1,331 

機械装置及び運搬具（純額） 3,318 2,853 

土地 940 940 

建設仮勘定 21 8 

その他（純額） 155 84 

有形固定資産合計 5,871 5,218 

無形固定資産 7 2 

投資その他の資産   

投資有価証券 114 143 

繰延税金資産 76 207 

その他 25 72 

貸倒引当金 △4 △4 

投資その他の資産合計 212 419 

固定資産合計 6,091 5,640 

資産合計 11,653 12,458 

負債の部   

流動負債   

買掛金 691 1,299 

未払法人税等 － 16 

賞与引当金 211 281 

役員賞与引当金 － 8 

その他 787 483 

流動負債合計 1,691 2,088 

固定負債   

退職給付引当金 55 49 

役員退職慰労引当金 87 76 

その他 4 1 

固定負債合計 147 127 

負債合計 1,839 2,216 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,560 1,560 

資本剰余金 1,114 1,114 

利益剰余金 7,123 7,534 

自己株式 △2 △2 

株主資本合計 9,796 10,207 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17 34 

評価・換算差額等合計 17 34 

純資産合計 9,813 10,242 

負債純資産合計 11,653 12,458 

豊平製鋼㈱（5450）　平成22年３月期決算短信

6



(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 17,693 11,737 

売上原価 18,260 10,778 

売上総利益又は売上総損失（△） △566 959 

販売費及び一般管理費 572 549 

営業利益又は営業損失（△） △1,138 410 

営業外収益   

受取利息 2 8 

受取配当金 5 3 

受取賃貸料 6 8 

法人税等還付加算金 － 3 

仕入割引 4 － 

回収品等処分益 3 － 

その他 3 7 

営業外収益合計 25 30 

営業外費用   

支払利息 8 0 

その他 0 0 

営業外費用合計 8 0 

経常利益又は経常損失（△） △1,122 439 

特別利益   

固定資産売却益 － 6 

特別利益合計 － 6 

特別損失   

固定資産除却損 21 7 

PCB処理費用 － 5 

減損損失 0 0 

会員権評価損 3 0 

損害賠償金 95 － 

投資有価証券評価損 8 － 

その他 － 0 

特別損失合計 129 13 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,251 432 

法人税、住民税及び事業税 10 12 

法人税等調整額 △100 9 

法人税等合計 △90 21 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,161 411 
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(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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,560 1,560 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,560 1,560 

資本剰余金   

前期末残高 1,114 1,114 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,114 1,114 

利益剰余金   

前期末残高 8,362 7,123 

当期変動額   

剰余金の配当 △77 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,161 411 

当期変動額合計 △1,238 411 

当期末残高 7,123 7,534 

自己株式   

前期末残高 △1 △2 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △2 △2 

株主資本合計   

前期末残高 11,035 9,796 

当期変動額   

剰余金の配当 △77 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,161 411 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △1,238 410 

当期末残高 9,796 10,207 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 68 17 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50 17 

当期変動額合計 △50 17 

当期末残高 17 34 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 11,103 9,813 

当期変動額   

剰余金の配当 △77 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,161 411 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50 17 

当期変動額合計 △1,289 428 

当期末残高 9,813 10,242 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,251 432 

減価償却費 889 843 

減損損失 0 0 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 1 

賞与引当金の増減額（△は減少） △119 69 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 8 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △29 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 △6 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 △10 

受取利息及び受取配当金 △7 △11 

支払利息 8 0 

固定資産売却損益（△は益） － △6 

固定資産除却損 21 7 

投資有価証券評価損益（△は益） 8 － 

会員権評価損 3 0 

PCB処理費用 － 5 

損害賠償損失 95 － 

その他の特別損益（△は益） － 0 

売上債権の増減額（△は増加） 853 △743 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,707 △58 

その他の資産の増減額（△は増加） 193 △43 

仕入債務の増減額（△は減少） △802 607 

未払消費税等の増減額（△は減少） 70 △35 

その他の負債の増減額（△は減少） △111 △15 

小計 1,515 1,046 

利息及び配当金の受取額 7 9 

利息の支払額 △8 △0 

損害賠償金の支払額 △95 － 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △128 107 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,291 1,163 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1 － 

固定資産の取得による支出 △788 △407 

固定資産の売却による収入 － 8 

その他の収入 0 0 

その他の支出 － △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △790 △399 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △77 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △46 

その他の支出 △55 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △133 △46 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 368 717 

現金及び現金同等物の期首残高 1,140 1,508 

現金及び現金同等物の期末残高 1,508 2,226 
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(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（収益及び費用の計上基準）

進捗率の見積りは原価比例法）、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

がないため開示を省略しております。

(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

（会計処理基準に関する事項の変更）

工事契約に関する会計基準の適用

りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

調整前当期純利益は、それぞれ42百万円増加しております。

（表示方法の変更）

連結貸借対照表

る「半製品」は176百万円であります。

連結損益計算書

１.仕入割引

「仕入割引」は、０百万円であります。

２.回収品等処分益

年度の「回収品等処分益」は、２百万円であります。

前連結会計年度において流動資産の「製品」に含めておりました「半製品」は、重要性が増加

前連結会計年度において区分掲記しておりました「回収品等処分益」は、営業外収益の総額の

10/100以下となったため、営業外収益「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計

以下となったため、営業外収益「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の

前連結会計年度において区分掲記しておりました「仕入割引」は、営業外収益の総額の10/100

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「製品」に含まれ

これにより、従来の方法と比較して売上高が401百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期が１年超かつ請負金額２億円以上の工

事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、

当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日

企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成19年12月27日 企業会計基準適用指針第18号）を適用し、当連結会計年度に着手した工事契約

から、進捗部分について確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積

請負工事のうち、進捗部分について確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の

なお、上記以外は最近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における記載から重要な変更
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(8) 連結財務諸表作成に関する注記

（連結貸借対照表関係)

有形固定資産の減価償却累計額 百万円 百万円

（連結損益計算書に関する注記）

たな卸資産評価損益

し入れ益550百万円と当連結会計年度末における切下げ額21百万円が含まれております。

前連結会計年度 当連結会計年度

当連結会計年度の売上原価には、前連結会計年度末の収益性の低下に伴う簿価切下げ額の戻

13,644 14,317
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（連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（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

株式の種類

普通株式　（株）

2.自己株式に関する事項

株式の種類

普通株式　（株）

3.配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成21年４月１日　至 平成22年３月31日）

1.発行済株式に関する事項

株式の種類

普通株式　（株）

2.自己株式に関する事項

株式の種類

普通株式　（株）

3.配当に関する事項

(1)配当金支払額

　該当事項はありません。

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　次のとおり、決議を予定しております。

6,160

12,937,000

前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 -5,660 500             

前連結会計年度末

12,937,000

増加 減少 当連結会計年度末

-  -

前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

12,937,000-  - 12,937,000

前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

4,760 900              - 5,660

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

前連結会計年度 当連結会計年度
（百万円） （百万円）

現金及び預金勘定 48 56
３ヵ月以内に期限の到来す
る短期投資（短期貸付金）

1,460 2,170

現金及び現金同等物 1,508 2,226

決議
配当の総額
（百万円）

平成20年５月23日
取締役会

77

効力発生日

普通株式 利益剰余金 6 平成20年３月31日 平成20年６月13日

株式の種類 配当原資
一株当たり
配当額（円）

基準日

決議
配当の総額
（百万円）

平成22年５月28日
取締役会

64

効力発生日

普通株式 利益剰余金 5 平成22年３月31日 平成22年６月14日

株式の種類 配当原資
一株当たり
配当額（円）

基準日
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（その他の注記事項）

①セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） （単位：百万円）

 棒鋼事業
 橋梁・産業機
械事業

 計
 消去又は
全社

 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 15,311 2,38217,693 - 17,693

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 4 - 4 △ 4 -

15,315 2,38217,698 △ 4 17,693

　　営業費用 16,508 2,28618,795 37 18,832

　　営業利益又は営業損失（△） △ 1,193 96 △ 1,096 △ 41△ 1,138

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

　　資産 7,741 1,701 9,443 2,20911,653

　　減価償却費 822 66 889 - 889

　　資本的支出 989 12 1,001 - 1,001

（注） １．事業区分の方法

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要製品

(1) 棒鋼 鉄筋コンクリート用異形棒鋼

(2) 橋梁・産業機械 鋼製橋梁、除塵機、各種産業機械

３. 

本社の管理部門に係る費用であります。

４. 

す。

計

営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用41百万円の主なものは、提出会社

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,209百万円であり、その主なものは当

社での余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）及び長期投資資金（投資有価証券等）でありま
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日） （単位：百万円）

 棒鋼事業
 橋梁・産業機
械事業

 計
 消去又は
全社

 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 9,322 2,41511,737 - 11,737

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 17 - 17 △17 -

9,339 2,41511,754 △17 11,737

　　営業費用 9,140 2,16611,307 20 11,327

　　営業利益 199 248 447 △37 410

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

　　資産 7,458 2,128 9,586 2,87212,458

　　減価償却費 785 58 843 - 843

　　資本的支出 195 0 195 - 195

（注） １．事業区分の方法

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要製品

(1) 棒鋼 鉄筋コンクリート用異形棒鋼

(2) 橋梁・産業機械 鋼製橋梁、除塵機、各種産業機械

３. 

本社の管理部門に係る費用であります。

４. 

の余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）及び長期投資資金（投資有価証券等）であります。

２．所在地別セグメント情報

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

３．海外売上高

前連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日）
（単位：百万円）

アジア 北米他 計

Ⅰ  海外売上高 5,401 955 6,356

Ⅱ  連結売上高 - - 17,693   

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合 30.5% 5.4% 35.9%

（注） 1.地域区分の変更

会計年度より地域ごとの表示に変更しております。

当連結会計年度（自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日）
（単位：百万円）

アジア 計

Ⅰ  海外売上高 2,730 2,730

Ⅱ  連結売上高 - 11,737     

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合 23.3% 23.3%

計

営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用37百万円の主なものは、提出会社

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,872百万円であり、その主なものは当社で

国または地域の区分の名称は、従来、国ごとに表示しておりましたが、輸出国が増加したため、当連結
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②１株当たり情報
前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 758円92銭 792円07銭
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△89円79銭 31円78銭

ため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）

前連結会計年度

当期純利益又は当期純損失（△） △ 1,161百万円 411百万円

普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益又は
当期純損失（△）

△ 1,161百万円 411百万円

期中平均株式数 12,931千株 12,931千株

③デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等については該当事項はありません。

　ております。

・リース取引

・関連当事者との取引

・税効果会計

・金融商品

・有価証券

・退職給付

(生産、受注及び販売の状況)

事業の種類別セグメントごとの生産、受注、販売実績は、以下のとおりです。

（1）生産実績

品            目前連結会計年度

棒                  鋼148千ﾄﾝ

橋 梁 ・ 産 業 機 械 2,382百万円

　　　販売実績を記載しております。

（2）受注実績

品                目前連結会計年度

棒                  鋼13,174百万円

橋 梁 ・ 産 業 機 械 2,002百万円

（3）販売実績

品                目前連結会計年度

棒                  鋼15,311百万円

橋 梁 ・ 産 業 機 械 2,382百万円

9,322百万円

2,415百万円

当連結会計年度

10,193百万円

2,351百万円

当連結会計年度

144千ﾄﾝ

2,415百万円

④以下のものについては、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し

（注）橋梁・産業機械事業は、品種が多様なため、生産実績の数量算出が困難であり、当該期間の

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度は１株当たり当期

純損失であり、また潜在株式がないため記載しておりません。当連結会計年度は、潜在株式がない

当連結会計年度

当連結会計年度
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17 31 

受取手形 25 12 

売掛金 1,990 2,753 

製品 723 826 

半製品 － 55 

仕掛品 181 － 

原材料及び貯蔵品 600 681 

前払費用 － 5 

繰延税金資産 318 160 

短期貸付金 1,520 2,170 

その他 157 45 

貸倒引当金 △3 △4 

流動資産合計 5,531 6,738 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,101 1,025 

構築物（純額） 199 183 

機械及び装置（純額） 3,302 2,831 

車両運搬具（純額） 2 1 

工具、器具及び備品（純額） 103 78 

土地 940 940 

建設仮勘定 21 3 

有形固定資産合計 5,671 5,065 

無形固定資産 6 2 

投資その他の資産   

投資有価証券 114 143 

関係会社株式 10 10 

出資金 8 8 

繰延税金資産 55 170 

その他 15 62 

貸倒引当金 △4 △4 

投資その他の資産合計 200 390 

固定資産合計 5,878 5,458 

資産合計 11,410 12,196 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 710 1,315 

関係会社短期借入金 － 30 

リース債務 － 0 

未払金 258 65 

未払費用 266 309 

未払法人税等 － 7 

未払事業所税 24 24 

前受金 83 － 

預り金 6 6 

前受収益 0 0 

賞与引当金 155 214 

役員賞与引当金 － 8 

その他 71 36 

流動負債合計 1,576 2,018 

固定負債   

リース債務 － 1 

退職給付引当金 9 － 

役員退職慰労引当金 87 76 

固定負債合計 96 78 

負債合計 1,672 2,096 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,560 1,560 

資本剰余金   

資本準備金 1,114 1,114 

資本剰余金合計 1,114 1,114 

利益剰余金   

利益準備金 135 135 

その他利益剰余金   

別途積立金 4,900 4,900 

繰越利益剰余金 2,011 2,357 

利益剰余金合計 7,047 7,393 

自己株式 △2 △2 

株主資本合計 9,720 10,065 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17 34 

評価・換算差額等合計 17 34 

純資産合計 9,737 10,100 

負債純資産合計 11,410 12,196 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 17,436 11,485 

売上原価 17,646 10,225 

売上総利益又は売上総損失（△） △209 1,259 

販売費及び一般管理費 936 900 

営業利益又は営業損失（△） △1,145 359 

営業外収益   

受取利息 2 8 

受取配当金 5 3 

受取賃貸料 10 11 

仕入割引 4 － 

回収品等処分益 3 － 

その他 3 10 

営業外収益合計 29 33 

営業外費用   

支払利息 8 0 

その他 0 0 

営業外費用合計 8 0 

経常利益又は経常損失（△） △1,125 392 

特別損失   

固定資産除却損 21 7 

PCB処理費用 － 5 

減損損失 0 0 

会員権評価損 3 0 

損害賠償金 95 － 

投資有価証券評価損 8 － 

その他 － 0 

特別損失合計 129 13 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,254 379 

法人税、住民税及び事業税 15 2 

法人税等調整額 △140 31 

法人税等合計 △125 33 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,129 345 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,560 1,560 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,560 1,560 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,114 1,114 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,114 1,114 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 135 135 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 135 135 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,900 4,900 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,900 4,900 

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,218 2,011 

当期変動額   

剰余金の配当 △77 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,129 345 

当期変動額合計 △1,206 345 

当期末残高 2,011 2,357 

利益剰余金合計   

前期末残高 8,254 7,047 

当期変動額   

剰余金の配当 △77 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,129 345 

当期変動額合計 △1,206 345 

当期末残高 7,047 7,393 

自己株式   

前期末残高 △1 △2 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △2 △2 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 10,927 9,720 

当期変動額   

剰余金の配当 △77 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,129 345 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △1,206 345 

当期末残高 9,720 10,065 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 68 17 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50 17 

当期変動額合計 △50 17 

当期末残高 17 34 

純資産合計   

前期末残高 10,995 9,737 

当期変動額   

剰余金の配当 △77 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,129 345 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50 17 

当期変動額合計 △1,257 362 

当期末残高 9,737 10,100 
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(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
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