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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 95,844 △50.2 △1,988 ― △1,710 ― △2,826 ―
21年3月期 192,630 19.3 11,780 106.5 12,079 107.9 5,423 53.3

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 △16.71 ― △3.1 △0.9 △2.1
21年3月期 31.65 ― 5.9 6.2 6.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  136百万円 21年3月期  491百万円

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 178,031 95,330 50.0 538.45
21年3月期 190,626 99,095 48.7 542.06

（参考） 自己資本   22年3月期  88,985百万円 21年3月期  92,886百万円

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 7,596 △5,024 △1,183 8,619
21年3月期 6,066 △5,659 1,115 7,230

2.  配当の状況 

23年３月期の期末の配当金額は未定であります。 

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 ― 6.00 6.00 1,028 19.0 1.1
22年3月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50 247 ― 0.3
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― ― ― ―

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

62,500 31.1 1,300 10.6 1,400 △5.8 1,400 ― 8.27

通期 127,000 32.5 3,100 ― 3,400 ― 3,000 ― 17.73
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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  6,189,512株 21年3月期  94,741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 62,176 △54.9 △3,351 ― △3,451 ― △4,035 ―
21年3月期 137,915 12.5 7,713 92.3 7,349 90.4 2,876 48.6

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 △23.85 ―
21年3月期 16.79 ―

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 145,667 78,377 53.8 474.26
21年3月期 154,949 83,578 53.9 487.74

（参考） 自己資本 22年3月期  78,377百万円 21年3月期  83,578百万円

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 
１．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。実際の業績等は、様々
な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．配当金額は、業績動向を見極めつつ検討することとしております。次期の配当予想額につきましては、業績の状況や経営環境の先行きが不透明である
ことから、未定としております。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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 49,600 64.5 1,100 ― 1,000 ― 1,000 ― 5.91

通期 101,000 62.4 2,300 ― 2,000 ― 1,900 ― 11.23
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1）当期の経営成績 

 当連結会計年度のわが国経済は、政府の経済対策と中国などの新興国を中心とした外需主導に

より、緩やかながらも回復基調に転じましたが、一昨年の世界同時不況の影響が色濃く残ってお

り、個人消費の低迷や失業率も高水準にあるなど自立性を欠いた実感の乏しい景気回復局面が続

きました。 

  

 電炉業界におきましては、設備投資の減少や建設関連需要の不振など国内需要の低迷を受け、

各社ともかつてない低操業状態が続きました。さらに、主原料である鉄スクラップ価格は、国内

需要の低迷にもかかわらず中国をはじめとするアジア地域の需要拡大により上昇に転じ、電炉メ

ーカーの収益環境は非常に厳しいものとなりました。 

  

 このような経営環境のもと、当社グループは、鉄スクラップ価格に見合う新価格体系の再構築

と海外を含めた販売数量の安定化に取り組んでまいりましたが、円高の影響もあって、輸出数量

の拡大には至らず国内需要の低迷と相まって、各工場の稼働率は低水準のまま推移いたしまし

た。 

  

 また、低操業体制下における歩留の向上などのコスト削減や品質の向上に向けた努力を積み重

ねるとともに、役員・管理職の給与カットをはじめあらゆる経費削減対策を行い、赤字転落を回

避すべく取り組んでまいりました。 

  

 しかしながら、当連結会計年度の業績につきましては、当社の鋼材販売数量が前期比39万９百

トン減の84万９千トンにとどまったことに加え、販売単価についても前期比トン当たり３万１百

円下落したことにより、連結売上高は958億44百万円と前期比967億86百万円の大幅な減収とな

り、連結営業損益につきましては、需要減少に伴う減産によるコストアップや棚卸資産評価損の

計上などにより、19億88百万円の損失となりました。また、連結経常損益につきましても、前期

比137億90万円悪化し17億10百万円の赤字となり、連結当期純損益は、前期比82億50百万円悪化し

28億26百万円の損失計上のやむなきにいたりました。  

  

2）次期の見通し 

 今後の我が国の経済見通しにつきましては、中国をはじめとするアジア地域の高成長に支えら

れた外需主導による回復が続いているものの、設備や雇用の過剰感は依然として強く、海外景気

の下振れ懸念やデフレの影響などの景気の下押しリスクが存在することから、本格的な回復には

なお時間を要するものと想定されます。  

  

 大手高炉は、自動車や電機等の製造業向けや海外需要の回復により高級鋼分野については、一

昨年のピーク近くまで生産量が回復し、収益も改善されてきていますが、我々電炉業界の主要な

需要分野である建設分野は、実需の減少が続く中、少子高齢化とそれに伴う人口減少というわが

国固有の問題や公共投資の縮減などの影響から、今後も大幅な需要の回復は期待できず、それに

伴い製品価格も低迷が続くものと思われます。一方で、主原料である鉄スクラップ価格は、中国

などのアジア諸国の旺盛な需要と鉄鉱石・原料炭価格の大幅な値上げによる溶銑価格の上昇の影

響から高位に推移するものと想定されます。以上のように普通鋼電炉業界は、需要減少、価格低

迷、原料高という非常に厳しい経営環境に晒されており、構造改善による業界再編が必至の状況

となっております。  

  

 このような状況のなか、当社グループは、経営環境の構造的変化に的確に対応し、国内市場に

おける安定したシェアを維持するとともに、販売数量の一層の安定確保を図るため需要の旺盛な

海外マーケットへの対応を強化したいと存じます。併せて、低操業体制下における更なるコスト

削減と品質管理の一層の強化を図り早期の黒字化を目指し全力で取り組んでまいります。  

 また、企業経営の大前提である安全、コンプライアンス、環境問題への対応強化や人材育成の

強化を図り社会から信頼される会社を目指すとともに、来るべき業界再編の中心的役割を担って

いきたいと存じます。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 通期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,270億円、経常利益34億円、当期純利益 

30億円を見込んでおります。 

  

1）資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて125億95百万円減少し、1,780億 

31百万円となりました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べて114億62百万円減少の559億74百万円、固定資産は前連結会

計年度末に比べて11億32百万円減少の1,220億56百万円となりました。流動資産の減少は主とし

て、受取手形及び売掛金の減少及びたな卸資産の減少によるものであり、固定資産の減少は有形固

定資産の減少によるものであります。  

 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて88億29百万円減少し、827億 

１百万円となりました。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べて124億30百万円減少の482億82百万円、固定負債は前連結会

計年度末に比べて36億円増加の344億18百万円となりました。流動負債の減少は主として、支払手

形及び買掛金の減少及び短期借入金の減少によるものであり、固定負債の増加は長期借入金の増加

によるものであります。 

 当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて37億65百万円減少し、953億30百

万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の48.7％から50.0％に、１株当たり純資産額は542

円6銭から538円45銭となりました。 

  

2）キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より13億88百万円増加し、86

億19百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて15億29百万円収入が増加し、75

億96百万円の収入となりました。これは前連結会計年度に比べて、税金等調整前当期純損失を計上

したものの、売上債権・たな卸資産・仕入債務増減といった運転資金部分から余剰が生じたことに

よるものであります。 

（投資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・フローは、前連結会計年度に比べて６億34百万円支出が減少し、50

億24百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得がやや減少したことに加えて、有価

証券の償還や貸付金の回収があったことによるものであります。 

（財務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・フローは、前連結会計年度に比べて、22億98百万円支出が増加し、

11億83百万円の支出となりました。これは自己株式の取得対価の支払や配当金の支払が増加したこ

とによるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

  ※いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

  ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は連結貸借対  

   照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。  

  

利益配分につきましては、安定配当の継続を基本にしつつ、装置産業である鉄鋼業にとっての再投資

資金の重要性をも考慮し、業績等を総合的に勘案して実施することとしております。  

 当期につきましては、中間配当金につきましては見送りとさせていただきましたが、期末配当金とし

て１株につき１円50銭とし、前期に比べ４円50銭減配の通期１円50銭とさせていただきました。  

 なお、次期の中間配当金につきましては、現下の厳しい損益状況及び経営環境の先行きが不透明であ

ることを踏まえ、見送る予定であります。期末及び年間の配当予想額につきましては、今後、業績動向

を見極めつつ検討することとしており、未定であります。 

  

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「関連会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

（1）会社の経営の基本方針、（3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題につきましては、平

成18年3月期決算短信（平成18年5月10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からご覧頂くことができます。  

  （当社ホームページ）  

  http://www.godo-steel.co.jp  

  （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））  

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  

  

平成22年度に当社グループが目標とする経営指標は以下のとおりであります。  

   連結売上高       1,270億円  

   連結経常利益        34億円  

   連結当期純利益       30億円  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 45.0 48.5 45.1 48.7 50.0

時価ベースの自己資本比率 77.3 57.9 28.1 21.7 19.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

2.6 1.9 5.6 6.7 5.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

20.4 27.0 8.9 8.3 14.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(2) 目標とする経営指標
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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 7,230 8,619

受取手形及び売掛金（純額） ※3 30,493 ※3 25,115

有価証券 250 20

商品及び製品 13,423 9,810

仕掛品 243 477

原材料及び貯蔵品 13,844 10,768

繰延税金資産 805 56

その他（純額） ※3 1,145 1,107

流動資産合計 67,437 55,974

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 45,839 46,662

減価償却累計額 △27,928 △29,034

建物及び構築物（純額） 17,910 17,628

機械装置及び運搬具 100,923 102,914

減価償却累計額 △75,637 △79,160

機械装置及び運搬具（純額） 25,285 23,754

土地 ※4 59,444 ※4 59,354

建設仮勘定 469 617

その他 1,810 1,888

減価償却累計額 △1,525 △1,557

その他（純額） 284 331

有形固定資産合計 ※2 103,395 ※2 101,685

無形固定資産 402 346

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 16,357 ※1 17,680

長期貸付金 275 239

その他（純額） ※3 2,758 ※3 2,104

投資その他の資産合計 19,391 20,024

固定資産合計 123,189 122,056

資産合計 190,626 178,031
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,990 18,322

短期借入金 ※2 26,894 ※2 23,321

1年内償還予定の社債 － 500

リース債務 52 41

未払法人税等 2,929 74

賞与引当金 1,417 910

その他 6,427 5,112

流動負債合計 60,712 48,282

固定負債

社債 500 －

長期借入金 ※2 13,244 ※2 17,993

リース債務 98 67

繰延税金負債 1,449 1,393

再評価に係る繰延税金負債 ※4 11,824 ※4 11,824

退職給付引当金 1,731 1,677

負ののれん 1,258 902

その他 711 558

固定負債合計 30,818 34,418

負債合計 91,531 82,701

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 42,154 38,299

自己株式 △31 △1,291

株主資本合計 86,906 81,790

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,039 △823

土地再評価差額金 ※4 8,019 ※4 8,019

評価・換算差額等合計 5,980 7,195

少数株主持分 6,209 6,344

純資産合計 99,095 95,330

負債純資産合計 190,626 178,031
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(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 192,630 95,844

売上原価 ※1, ※3 170,551 ※1, ※3 89,455

売上総利益 22,079 6,388

販売費及び一般管理費

販売費 6,246 4,681

一般管理費 4,052 3,695

販売費及び一般管理費合計 ※2, ※3 10,298 ※2, ※3 8,377

営業利益又は営業損失（△） 11,780 △1,988

営業外収益

受取利息 27 18

受取配当金 234 238

固定資産賃貸料 300 285

持分法による投資利益 491 136

負ののれん償却額 351 355

その他 148 84

営業外収益合計 1,554 1,119

営業外費用

支払利息 739 528

売上割引 134 71

出向者給与格差当社負担額 96 63

固定資産賃貸費用 58 56

その他 224 121

営業外費用合計 1,254 841

経常利益又は経常損失（△） 12,079 △1,710

特別利益

固定資産売却益 ※4 8 ※4 5

投資有価証券売却益 24 －

事業譲渡益 ※5 104 －

受取保険金 32 －

補助金収入 156 －

その他 0 －

特別利益合計 327 5

特別損失

固定資産処分損 ※6 311 ※6 147

たな卸資産処分損 94 －

たな卸資産評価損 ※1 323 －

投資有価証券評価損 1,458 －

減損損失 ※7 135 ※7 40

その他 ※8 117 ※8 10

特別損失合計 2,440 198
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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)

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

9,967 △1,904

法人税、住民税及び事業税 3,272 186

法人税等調整額 663 548

法人税等合計 3,936 734

少数株主利益 607 187

当期純利益又は当期純損失（△） 5,423 △2,826
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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 34,896 34,896

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 34,896 34,896

資本剰余金

前期末残高 9,885 9,885

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,885 9,885

利益剰余金

前期末残高 37,245 42,154

当期変動額

剰余金の配当 △514 △1,028

当期純利益又は当期純損失（△） 5,423 △2,826

当期変動額合計 4,909 △3,855

当期末残高 42,154 38,299

自己株式

前期末残高 △12 △31

当期変動額

自己株式の取得 △18 △1,260

当期変動額合計 △18 △1,260

当期末残高 △31 △1,291

株主資本合計

前期末残高 82,014 86,906

当期変動額

剰余金の配当 △514 △1,028

当期純利益又は当期純損失（△） 5,423 △2,826

自己株式の取得 △18 △1,260

当期変動額合計 4,891 △5,115

当期末残高 86,906 81,790
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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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 570 △2,039

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,610 1,215

当期変動額合計 △2,610 1,215

当期末残高 △2,039 △823

土地再評価差額金

前期末残高 8,019 8,019

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,019 8,019

評価・換算差額等合計

前期末残高 8,590 5,980

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,610 1,215

当期変動額合計 △2,610 1,215

当期末残高 5,980 7,195

少数株主持分

前期末残高 6,001 6,209

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 208 135

当期変動額合計 208 135

当期末残高 6,209 6,344

純資産合計

前期末残高 96,606 99,095

当期変動額

剰余金の配当 △514 △1,028

当期純利益又は当期純損失（△） 5,423 △2,826

自己株式の取得 △18 △1,260

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,401 1,350

当期変動額合計 2,489 △3,765

当期末残高 99,095 95,330
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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（△）

9,967 △1,904

減価償却費 6,256 6,047

減損損失 135 40

負ののれん償却額 △351 △355

固定資産除却損 141 120

固定資産売却損益（△は益） 5 △2

事業譲渡損益（△は益） △104 －

受取保険金 △32 －

補助金収入 △156 －

たな卸資産評価損 2,032 976

投資有価証券売却損益（△は益） △24 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,458 －

持分法による投資損益（△は益） △491 △136

受取利息及び受取配当金 △262 △257

支払利息 739 528

売上債権の増減額（△は増加） 14,004 5,377

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,715 5,479

仕入債務の増減額（△は減少） △16,267 △4,712

未払消費税等の増減額（△は減少） 637 △197

その他 △732 △83

小計 7,239 10,919

利息及び配当金の受取額 314 383

保険金の受取額 50 －

補助金の受取額 156 －

利息の支払額 △728 △532

法人税等の支払額 △965 △3,175

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,066 7,596

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 △7 △6

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 △5,788 △5,617

有形固定資産の売却による収入 71 133

貸付けによる支出 △448 △1

貸付金の回収による収入 44 248

事業譲渡による収入 ※2 179 －

子会社株式の取得による支出 △7 －

その他 141 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,659 △5,024
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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

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,380 △1,000

長期借入れによる収入 6,500 12,330

長期借入金の返済による支出 △6,140 △10,153

配当金の支払額 △519 △1,029

リース債務の返済による支出 △63 △52

自己株式の取得による支出 － △1,260

その他 △39 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,115 △1,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,523 1,388

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期末残高 ※1 7,230 ※1 8,619
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該当事項はありません。 

  

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がないため開示を省

略しております。 

  

 

 (5)【継続企業の前提に関する注記】

 (6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 (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】

【表示方法の変更】

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)

（連結貸借対照表）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平

成20年８月７日内閣府令第50号）が適用となること

に伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」

として掲記されたものは、当連結会計年度から「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区

分掲記しております。なお、前連結会計年度の「た

な卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ11,735百万円、

589百万円、7,510百万円であります。 

 

（連結損益計算書）

前連結会計年度において営業外費用「その他」に

含めて表示しておりました「売上割引」（前連結会

計年度76百万円）は、営業外費用の10/100を超える

こととなったため、当連結会計年度においては区分

掲記することといたしました。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において「財務活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株

式の取得による支出」については、重要性が増加し

たため、当連結会計年度では区分掲記することとし

ております。なお、前連結会計年度の「財務活動に

よるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる

「自己株式の取得による支出」は△18百万円であり

ます。
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 (8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

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)

１ ※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次

のとおりであります。

投資有価証券(株式) 7,558百万円

１ ※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次

のとおりであります。

投資有価証券(株式) 7,569百万円

  ※２ 有形固定資産のうち36,640百万円(うち工場

財団組成分30,655百万円)は短期借入金1,686

百万円、長期借入金3,245百万円の担保に供し

ております。

なお、工場財団組成物件は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 3,535百万円

機械装置及び運搬具 6,142

土地 20,906

その他 71

計 30,655

  ※２ 有形固定資産のうち38,210百万円(うち工場

財団組成分30,408百万円)は短期借入金1,402百

万円、長期借入金2,543百万円の担保に供して

おります。

なお、工場財団組成物件は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 3,367百万円

機械装置及び運搬具 6,046

土地 20,906

その他 87

計 30,408

  ※３ 下記の資産に対する貸倒引当金をそれぞれの

資産から直接控除して表示しております。

受取手形及び売掛金 18百万円

流動資産 その他 9

投資その他の資産 その他 266

計 294
 

  ※３ 下記の資産に対する貸倒引当金をそれぞれの

資産から直接控除して表示しております。

受取手形及び売掛金 16百万円

投資その他の資産 その他 272

計 288

  ※４ 当社及び連結子会社ジーエス興産㈱は、「土

地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31

日公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

再評価を行った土地の 
期末における時価と再 
評価後の帳簿価額との 
差額

△16,499百万円

  ※４ 当社及び連結子会社ジーエス興産㈱は、「土

地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31

日公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

再評価を行った土地の 
期末における時価と再 
評価後の帳簿価額との 
差額

△17,843百万円

      再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」

(平成10年３月31日公布 政令119号)第２条

第４号及び第５号に定める方法により算

出。

      再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」

(平成10年３月31日公布 政令119号)第２条

第４号及び第５号に定める方法により算

出。

２ 保証債務

  下記の金融機関等よりの借入金に対し債務保証を行

っております。

連結会社従業員(住宅資金) 168百万円

２ 保証債務

  下記の金融機関等よりの借入金に対し債務保証を行

っております。

連結会社従業員(住宅資金) 156百万円
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(連結損益計算書関係)

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)

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 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性

の低下による簿価切下額

売上原価 1,709百万円

特別損失 323

 

  ※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性

の低下による簿価切下額

売上原価 976百万円

  ※２ 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとお

りであります。

    (1) 販売費

運賃 6,028百万円

  ※２ 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとお

りであります。

    (1) 販売費

運賃 4,417百万円

    (2) 一般管理費

給料手当 992

賞与引当金繰入額 541

退職給付費用 81

賃借料 170

減価償却費 162

研究開発費 23

    (2) 一般管理費

給料手当 978

賞与引当金繰入額 414

退職給付費用 108

賃借料 284

減価償却費 139

研究開発費 15

  ※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究

開発費は23百万円であります。

  ※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究

開発費は15百万円であります。

  ※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであり

ます。

土地 8百万円

その他 0

計 8

  ※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであり

ます。

土地 3百万円

その他 1

計 5

  ※５ 事業譲渡の内容

当社の連結子会社である合鐵産業㈱のガス溶

材事業の事業譲渡によるものであります。

―――

 

  ※６ 固定資産処分損の内容は、次のとおりであり

ます。

    (1)除却損

機械装置及び運搬具 92百万円

建物及び構築物 7

解体撤去費用他 197

計 297

    (2)売却損

建物及び構築物 1百万円

土地 12

計 13

 

 

  ※６ 固定資産処分損の内容は、次のとおりであり

ます。

    (1)除却損

機械装置及び運搬具 96百万円

建物及び構築物 12

解体撤去費用他 36

計 145

    (2)売却損

土地 2

計 2
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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)

   ※７ 固定資産減損損失の内容は、次のとおりであ

ります。 

 当社グループは、事業用資産については原則

として事業所毎に、遊休資産については物件単

位毎にグルーピングを実施しております。近年

の地価の下落により、帳簿価額に対して著しく

時価が下落している以下の資産グループについ

て、回収可能価額まで減額し、当該減少額135

百万円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

  

（用途）遊休資産  

（種類）土地  

（場所）兵庫県姫路市的形町 他  

  

  減損損失の内訳は、土地135百万円となって

おります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定し、遊休資産については相続税評価額を基礎

として算定しております。 

   ※７  固定資産減損損失の内容は、次のとおりで

あります。 

 当社グループは、事業用資産については原則

として事業所毎に、遊休資産については物件単

位毎にグルーピングを実施しております。近年

の地価の下落により、帳簿価額に対して著しく

時価が下落している以下の資産グループについ

て、回収可能価額まで減額し、当該減少額40百

万円を減損損失として特別損失に計上しており

ます。 

  

（用途）遊休資産  

（種類）土地  

（場所）兵庫県姫路市的形町 他    

  

  減損損失の内訳は、土地40百万円となってお

ります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定し、遊休資産については相続税評価額を基礎

として算定しております。 

  ※８ 貸倒引当金繰入額等であります。   ※８  貸倒引当金繰入額等であります。
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１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加 62,070株 

  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりである。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加 6,000,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加 94,771株 

  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

(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）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 171,452,113 ― ― 171,452,113

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 32,671 62,070 ― 94,741

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
取締役会

普通株式 514 3.00 平成20年３月31日 平成20年６月11日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,028 6.00 平成21年３月31日 平成21年６月10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）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 171,452,113 ― ― 171,452,113

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 94,741 6,094,771 ― 6,189,512

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月28日  
取締役会

普通株式 1,028 6.00 平成21年３月31日 平成21年６月10日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年４月28日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 247 1.50 平成22年３月31日 平成22年６月14日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 7,230百万円

現金及び現金同等物 7,230

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 8,619百万円

現金及び現金同等物 8,619

※２ 事業譲渡により減少した資産及び負債の主な内訳 

 合鐵産業㈱（平成20年９月１日現在）

―――

 
流動資産 223百万円

固定資産 5

流動負債 153

事業譲渡により減少した資産及び
負債（純額）

74

事業譲渡益（特別利益） 104

合計：事業の譲渡による収入 179
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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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「鉄鋼

事業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、「２企業集団の状況」に記載している事業区分と同一の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 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はありません。 

４ 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ありません。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却費及び増加額が含まれております。 

  

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) 

在外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。 

  

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) 

在外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。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

Ⅰ 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

95,267 576 95,844 ― 95,844

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 164 164 (164) ―

計 95,268 740 96,009 (164) 95,844

  営業費用 97,669 310 97,980 (147) 97,833

  営業利益又は営業損失(△) △2,401 429 △1,971 (17) △1,988

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
損失及び資本的支出

  資産 170,200 15,474 185,674 △7,643 178,031

  減価償却費 5,983 67 6,050 △3 6,047

  減損損失 40 ― 40 ― 40

  資本的支出 4,540 1 4,541 ― 4,541

２ 所在地別セグメント情報
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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) 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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。 

  

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) 

  
  (追加情報) 

 当連結会計年度から、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第11号 平

成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適

用指針第13号 平成18年10月17日）を適用している。 

  

１ 関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

 連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等 

 
    上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   取引条件及び取引条件の決定方針等 

  注１．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。 

  注２．市場の実勢価格を勘案して価格を決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 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 関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

 連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等 

 
    上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   取引条件及び取引条件の決定方針等 

  注１．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。 

  注２．市場の実勢価格を勘案して価格を決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 該当事項はありません。 

３ 海外売上高

【関連当事者情報】

種類
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

主要な 
事業の 
内容

議決権等
の被所有 
割合 
(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の 
関係会社

新日本 

製鐵㈱

東京都 

千代田区
419,524 鉄鋼業

直接15.1 

間接 0.1

鋼材及び鋼片

の相互販売

鋼材及び鋼片の販売(注1) 

鋼材及び鋼片の購入(注2)

8,587 

22,942

売掛金 

買掛金

403 

7,449

種類
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

主要な 
事業の 
内容

議決権等
の被所有 
割合 
(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の 
関係会社

新日本 

製鐵㈱

東京都 

千代田区
419,524 鉄鋼業

直接15.6 

間接 0.1

鋼材及び鋼片

の相互販売

鋼材及び鋼片の販売(注1) 

鋼材及び鋼片の購入(注2)

742 

2,147

売掛金 

買掛金

9 

―
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。なお、当連結会計年度において減損処理を行

い、投資有価証券評価損1,458百万円を計上しております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

(有価証券関係)

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)

区   分

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差 額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 株 式 1,210 1,960 749

 債 券 369 371 1

小   計 1,580 2,331 751

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 株 式 9,167 6,044 △3,123

小   計 9,167 6,044 △3,123

合   計 10,748 8,375 △2,372

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

145 24 ―

区   分

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 673

種   類 １年以内(百万円) １年超５年以内(百万円)

債 券 250 120
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

   該当事項はありません。 

  

  

 
  

リース取引、デリバティブ取引等に関する注記事項については、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)

区   分

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差 額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 株 式 2,135 4,153 2,017

 債 券 119 120 0

小   計 2,255 4,274 2,018

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 株 式 8,249 5,183 △3,066

小   計 8,249 5,183 △3,066

合   計 10,505 9,457 △1,047

(１株当たり情報)

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)

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株当たり純資産額 542.06円 １株当たり純資産額 538.45円

１株当たり当期純利益 31.65円 １株当たり当期純損失(△) △16.71円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益 5,423百万円

普通株式に係る当期純利益 5,423百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 171,388,407株

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期 

純損失(△)
△2,826百万円

普通株式に係る当期純損失(△) △2,826百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 169,190,001株

(開示の省略)
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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 5,893 7,653

売掛金 21,986 17,862

有価証券 250 20

商品及び製品 11,213 8,564

仕掛品 44 320

原材料及び貯蔵品 12,377 9,556

前払費用 109 116

繰延税金資産 573 －

関係会社短期貸付金 3,775 3,650

未収入金 114 76

預け金 1 3

その他 18 60

流動資産合計 56,358 47,884

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 9,083 8,858

構築物（純額） 1,709 1,660

機械及び装置（純額） 20,626 19,279

車両運搬具（純額） 42 30

工具、器具及び備品（純額） 227 280

土地 44,385 44,364

建設仮勘定 298 619

有形固定資産合計 76,373 75,093

無形固定資産

借地権 200 200

ソフトウエア 82 54

その他 10 9

無形固定資産合計 292 264

投資その他の資産

投資有価証券 5,491 6,178

関係会社株式 13,557 14,041

出資金 103 27

従業員に対する長期貸付金 275 239

長期前払費用 298 201

前払年金費用 1,931 1,491

その他（純額） 266 244

投資その他の資産合計 21,925 22,425

固定資産合計 98,591 97,782

資産合計 154,949 145,667
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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 16,808 13,374

短期借入金 10,800 11,800

1年内返済予定の長期借入金 8,934 6,350

リース債務 23 17

未払金 2,764 1,704

未払費用 1,420 1,571

未払法人税等 1,838 62

未払消費税等 259 191

預り金 36 33

賞与引当金 1,029 588

従業員預り金 347 352

その他 148 153

流動負債合計 44,410 36,200

固定負債

長期借入金 12,992 17,411

リース債務 36 29

繰延税金負債 742 610

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824

退職給付引当金 1,149 1,063

長期預り金 121 121

その他 93 29

固定負債合計 26,960 31,089

負債合計 71,371 67,289

純資産の部

株主資本

資本金 34,896 34,896

資本剰余金

資本準備金 9,876 9,876

その他資本剰余金 491 491

資本剰余金合計 10,367 10,367

利益剰余金

利益準備金 453 453

その他利益剰余金

圧縮記帳積立金 86 70

別途積立金 24,000 24,000

繰越利益剰余金 8,217 3,169

利益剰余金合計 32,756 27,693

自己株式 △31 △1,291

株主資本合計 77,989 71,665
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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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,652 △529

土地再評価差額金 7,241 7,241

評価・換算差額等合計 5,589 6,712

純資産合計 83,578 78,377

負債純資産合計 154,949 145,667
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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 137,915 62,176

売上原価

製品期首たな卸高 5,005 5,529

当期製品製造原価 120,905 57,587

当期製品仕入高 2,902 1,561

合計 128,813 64,678

他勘定振替高 130 2

製品期末たな卸高 5,529 4,685

売上原価合計 123,154 59,989

売上総利益 14,760 2,186

販売費及び一般管理費

販売費 4,653 3,353

一般管理費 2,393 2,185

販売費及び一般管理費合計 7,046 5,538

営業利益又は営業損失（△） 7,713 △3,351

営業外収益

受取利息 84 62

有価証券利息 3 1

受取配当金 259 275

固定資産賃貸料 283 276

その他 37 25

営業外収益合計 668 640

営業外費用

支払利息 638 469

出向者給与格差当社負担額 119 83

固定資産賃貸費用 76 70

その他 198 116

営業外費用合計 1,032 740

経常利益又は経常損失（△） 7,349 △3,451

特別利益

投資有価証券売却益 24 －

補助金収入 156 －

特別利益合計 181 －

特別損失

固定資産処分損 139 118

たな卸資産処分損 94 －

たな卸資産評価損 221 －

投資有価証券評価損 1,316 －

減損損失 115 21

その他 11 10

特別損失合計 1,898 149
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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)

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 5,631 △3,600

法人税、住民税及び事業税 2,173 19

法人税等調整額 581 415

法人税等合計 2,754 434

当期純利益又は当期純損失（△） 2,876 △4,035
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(注) 

   【製造原価明細書】

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)

区   分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 98,214 80.6 38,701 69.0

Ⅱ 労務費 4,733 3.9 4,054 7.2

  (うち賞与引当金繰入額) (770) (426)

Ⅲ 経費 18,874 15.5 13,314 23.8

  (うち電力費) (6,564) (3,158)

  (うち減価償却費) (4,592) (4,574)

  当期総製造費用 121,823 100.0 56,070 100.0

  半製品・仕掛品 
  期首たな卸高

4,926 5,728

合計 126,750 61,798

  他勘定振替高 115 11

  半製品・仕掛品 
  期末たな卸高

5,728 4,199

  当期製品製造原価 120,905 57,587

前事業年度 当事業年度

原価計算の方法は、工程別総合原価計算法を採用

している。

同左
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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 34,896 34,896

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 34,896 34,896

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 9,876 9,876

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,876 9,876

その他資本剰余金

前期末残高 491 491

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 491 491

資本剰余金合計

前期末残高 10,367 10,367

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,367 10,367

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 453 453

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 453 453

その他利益剰余金

圧縮記帳積立金

前期末残高 － 86

当期変動額

圧縮記帳積立金の積立 93 －

圧縮記帳積立金の取崩 △6 △15

当期変動額合計 86 △15

当期末残高 86 70

別途積立金

前期末残高 24,000 24,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,000 24,000
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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)

繰越利益剰余金

前期末残高 5,941 8,217

当期変動額

剰余金の配当 △514 △1,028

当期純利益又は当期純損失（△） 2,876 △4,035

圧縮記帳積立金の積立 △93 －

圧縮記帳積立金の取崩 6 15

当期変動額合計 2,276 △5,048

当期末残高 8,217 3,169

利益剰余金合計

前期末残高 30,394 32,756

当期変動額

剰余金の配当 △514 △1,028

当期純利益又は当期純損失（△） 2,876 △4,035

圧縮記帳積立金の積立 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期変動額合計 2,362 △5,063

当期末残高 32,756 27,693

自己株式

前期末残高 △12 △31

当期変動額

自己株式の取得 △18 △1,260

当期変動額合計 △18 △1,260

当期末残高 △31 △1,291

株主資本合計

前期末残高 75,645 77,989

当期変動額

剰余金の配当 △514 △1,028

当期純利益又は当期純損失（△） 2,876 △4,035

自己株式の取得 △18 △1,260

当期変動額合計 2,343 △6,323

当期末残高 77,989 71,665
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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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 478 △1,652

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,131 1,123

当期変動額合計 △2,131 1,123

当期末残高 △1,652 △529

土地再評価差額金

前期末残高 7,241 7,241

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,241 7,241

評価・換算差額等合計

前期末残高 7,720 5,589

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,131 1,123

当期変動額合計 △2,131 1,123

当期末残高 5,589 6,712

純資産合計

前期末残高 83,366 83,578

当期変動額

剰余金の配当 △514 △1,028

当期純利益又は当期純損失（△） 2,876 △4,035

自己株式の取得 △18 △1,260

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,131 1,123

当期変動額合計 212 △5,200

当期末残高 83,578 78,377
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該当事項はありません。 

  

 役員の異動につきましては、本日開示しております「役員人事に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

生産高比較 

(単位：千屯)  

 
  

売上高比較 

  

 
(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。 

  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

品  目 前事業年度 当事業年度 増  減

(20/4～21/3) (21/4～22/3)

  粗  鋼（単独） 1,274 887 △387

      （連結） 1,653 1,144 △510

  鋼  材（単独） 1,209 830 △378

      （連結） 1,569 1,091 △478

品  目 項目 前事業年度 当事業年度 増  減

(20/4～21/3) (21/4～22/3)

数量 1,240 千屯 850 千屯 △390 千屯

鋼  材 (単価) （ 96.5 千円) （ 66.5 千円) （ △30.1 千円)

金額 119,724 百万円 56,454 百万円 △63,270 百万円

そ の 他 金額 18,190 百万円 5,722 百万円 △12,468 百万円

合  計 金額 137,915 百万円 62,176 百万円 △75,738 百万円

(うち、輸出) （ 15,244 百万円） （ 6,533 百万円） （ △8,710 百万円）
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