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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

 23年3月期第1四半期 32,522 10.1 999 △80.7 2,046 △68.5 1,210 △63.5

 22年3月期第1四半期 29,548 △45.2 5,186 36.2 6,499 △55.7 3,316 △64.6

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

23年3月期第1四半期 17 56 ―

22年3月期第1四半期 47 98 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年3月期第1四半期 248,617 198,690 76.5 2,760 51

 22年3月期 243,071 196,579 77.5 2,724 94

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 190,082百万円 22年3月期 188,323百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― 20 00 ― 20 00 40 00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 15 00 ― 15 00 30 00

3. 平成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(累計)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(累計) 65,000 3.4 1,500 △83.0 4,000 △63.9 2,500 △56.1 36 31

通期 135,000 8.5 3,500 △69.5 8,000 △58.2 5,500 △47.8 79 87



 

 
    （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

  

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】３ページ 「２.その他の情報」 をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (社名)          、 除外  ―社 (社名)

   （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

   （注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 71,960,000株 22年３月期 71,960,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,102,264株 22年３月期 2,848,910株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 68,942,222株 22年３月期１Ｑ 69,111,472株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第１四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おいて、いずれも鋼材需要が伸び悩むなか、販売価格の改善も実現しない状況で推

移しました。 

 日本におきましては、建築関連、土木関連需要ともに一向に盛り上がらず、販売価格は低迷致しまし

た。一方で、一時は主原料であるスクラップ価格がトン当たり４万円台をうかがう動きとなりました

が、海外での需要の弱さからトン当たり３万円を切る水準に戻ってきております。 

 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2010年１月

～３月の業績が当第１四半期連結累計期間に反映されますが、それぞれ需要の本格的回復には至ってお

りません。 

 なお、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では今年３月に第２工場の操業を

開始しております。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は32,522百万円（前年同期比10.1％増）、営業利益

は999百万円（前年同期比80.7％減）、経常利益は2,046百万円（前年同期比68.5％減）、四半期純利益

は1,210百万円（前年同期比63.5％減）となりました。 

  

なお、当第１四半期連結累計期間における海外子会社、関連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１四半期累計期間は平成22年１月～３月） 

90.74円／米ドル、2.76円／バーツ、12.61ウォン／円 

  

また、前第１四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１四半期累計期間は平成21年１月～３月） 

95.22円／米ドル、2.68円／バーツ、14.86ウォン／円 

  

①財政状態の変動 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、たな卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比

べ5,546百万円増加の248,617百万円となりました。 

 負債につきましては、借入金の増加、未払法人税等の増加等により、前連結会計年度末に比べ3,436

百万円増加の49,927百万円となりました。 

 また、純資産につきましては、四半期純利益の増加、配当金の支払による減少の他、為替換算調整勘

定が2,565百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ2,110百万円増加の198,690百万円とな

りました。 

  

なお、当第１四半期連結会計期間末における海外子会社、関連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１四半期会計期間末は平成22年３月） 

93.04円／米ドル、2.88円／バーツ、12.15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21年12月） 

92.07円／米ドル、2.76円／バーツ、12.68ウォン／円 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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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） 

主に売上債権とたな卸資産の増加等により、営業活動による資金は2,163百万円の減少となりまし

た。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

主に有形固定資産の取得による支出により、投資活動による資金は2,883百万円減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払等による減少があったものの、短期借入れによる収入があったため、財務活動による資

金は674百万円増加しました。 

以上に現金及び現金同等物に係る換算差額1,061百万円を加味し、当第１四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3,310百万円減少の87,367百万円となりました。 

  

連結業績予想につきましては、当初の予想では下期での需要の回復を想定しておりましたが、現時点

では下期での回復は見込めず、前回予想（平成22年４月30日公表）から第２四半期連結累計期間、及び

通期の業績予想について修正しております。 

 詳細につきましては、本日公表の『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。 

  

（簡便な会計処理） 

①棚卸資産の評価方法 

当第１四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。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
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（会計処理基準に関する事項の変更） 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間から、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年３月

10日公表分 企業会計基準第16号）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成20年３月10日 実務対応報告第24号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20

年３月31日 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成20年３月31日 企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

③「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

当第１四半期連結会計期間から、「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

20年９月26日改正 企業会計基準第９号）を適用しております。 

 これに伴い、一部の子会社のたな卸資産（製品のうち圧延鋼品及び半製品）の評価方法を後入先出法

から総平均法に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ240百万円増加しております。 

  

（表示方法の変更） 

   四半期連結損益計算書関係 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第22

号）に基づき財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示してお

ります。 

  

  

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 87,654 91,785

受取手形及び売掛金 27,738 25,558

有価証券 1,750 －

商品及び製品 8,228 6,558

仕掛品 428 475

原材料及び貯蔵品 15,496 13,498

その他 2,868 3,004

貸倒引当金 △73 △68

流動資産合計 144,092 140,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,452 15,472

機械装置及び運搬具（純額） 32,932 32,191

土地 14,617 14,218

建設仮勘定 435 1,201

その他（純額） 264 200

有形固定資産合計 64,702 63,284

無形固定資産

のれん 3,326 3,416

その他 390 350

無形固定資産合計 3,717 3,767

投資その他の資産

投資有価証券 9,200 9,489

出資金 24,625 23,378

その他 2,422 2,482

貸倒引当金 △141 △141

投資その他の資産合計 36,106 35,207

固定資産合計 104,525 102,259

資産合計 248,617 243,071
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,702 12,035

短期借入金 2,135 469

関係会社短期借入金 350 －

未払法人税等 1,172 653

賞与引当金 252 397

その他 8,486 9,180

流動負債合計 25,099 22,735

固定負債

長期借入金 10,742 10,294

繰延税金負債 9,922 9,687

退職給付引当金 2,058 1,966

役員退職慰労引当金 1,159 1,154

その他 944 653

固定負債合計 24,828 23,756

負債合計 49,927 46,491

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 904 1,029

利益剰余金 209,182 209,318

自己株式 △2,339 △2,244

株主資本合計 215,743 216,100

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,814 2,263

為替換算調整勘定 △27,475 △30,040

評価・換算差額等合計 △25,661 △27,777

少数株主持分 8,607 8,256

純資産合計 198,690 196,579

負債純資産合計 248,617 243,071
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       (第１四半期連結累計期間） 

(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 29,548 32,522

売上原価 22,166 29,233

売上総利益 7,382 3,288

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 920 1,047

給料及び手当 292 292

賞与引当金繰入額 60 60

退職給付引当金繰入額 23 50

役員退職慰労引当金繰入額 19 22

その他 878 815

販売費及び一般管理費合計 2,195 2,289

営業利益 5,186 999

営業外収益

受取利息 219 83

受取配当金 110 103

持分法による投資利益 656 1,209

デリバティブ評価益 713 425

その他 140 105

営業外収益合計 1,840 1,927

営業外費用

支払利息 66 198

為替差損 284 125

デリバティブ評価損 177 551

その他 0 4

営業外費用合計 528 880

経常利益 6,499 2,046

特別損失

固定資産売却損 25 －

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 － 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21

その他 3 －

特別損失合計 28 39

税金等調整前四半期純利益 6,470 2,007

法人税、住民税及び事業税 1,142 735

法人税等調整額 1,022 173

法人税等合計 2,164 909

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,097

少数株主利益 989 △112

四半期純利益 3,316 1,210

大和工業(株)(5444)平成23年３月期　第１四半期決算短信

－7－



(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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 6,470 2,007

減価償却費 897 1,385

受取利息及び受取配当金 △330 △187

支払利息 66 198

持分法による投資損益（△は益） △656 △1,209

売上債権の増減額（△は増加） 848 △1,559

たな卸資産の増減額（△は増加） △645 △2,976

仕入債務の増減額（△は減少） △32 289

その他 216 △193

小計 6,834 △2,245

利息及び配当金の受取額 5,740 410

利息の支払額 △87 △4

法人税等の支払額 △3,073 △323

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,414 △2,163

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 △1,498 △1,323

定期預金の払戻による収入 980 467

有形固定資産の取得による支出 △6,114 △1,556

関係会社株式の取得による支出 △178 △458

その他 △110 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,920 △2,883

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 2,991 2,286

短期借入金の返済による支出 △3,964 △350

長期借入金の返済による支出 △1,747 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,557 △1,258

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,281 674

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,337 1,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,549 △3,310

現金及び現金同等物の期首残高 84,196 90,677

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 87,336 87,367
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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当第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。 

  

【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21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

(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

27,206 916 1,375 49 29,548 ― 29,548

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

471 ― ― ― 471 (471) ―

計 27,678 916 1,375 49 30,019 (471) 29,548

営業利益 5,180 32 275 12 5,500 (313) 5,186

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

10,055 11,021 8,471 29,548 ― 29,548

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,055 11,021 8,471 29,548 ― 29,548

営業利益 1,796 981 2,722 5,500 （313） 5,186
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【海外売上高】 

  

前第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 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、香港、シンガポール 

  

    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。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成21年３月27日公表分 企業会計基準第17号）及び「セグメント情報等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 平成20年３月21日 企業会計基準適用指針第20号）を適用してお

ります。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成要素のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び実績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社は、生産・販売別の事業ごとに国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。また、主な事業である鉄鋼事業については、国内においては、ヤマトスチール株式会社が、海外

においては、現地法人であるワイケー・スチールコーポレーション（韓国）及びサイアム・ヤマト・ス

チールカンパニーリミテッド（タイ国）が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した

経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。 

 従って、当社は生産・販売体制を基礎とした事業・地域別のセグメントから構成されており、「鉄鋼

事業（日本）」、「鉄鋼事業（韓国）」、「鉄鋼事業（タイ国）」、「軌道用品事業」及び「重工加工

品事業」の５つを報告セグメントとしております。 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,351 331 19,682

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 29,548

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

65.49 1.12 66.61
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

 
（注） １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、医療廃棄物処理事

業等を含んでおります。 

 ２ セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△251百万円が含まれており

ます。全社費用は主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

該当事項はありません。 

  

当社49％出資の合弁会社、バーレーン国のユナイテッド・スチールカンパニー（“サルブ”）BSC

（ｃ）（以下SULB）において仮発注しておりました生産工場設備の工事契約が平成22年７月26日付で本

契約として発効いたしました。 

 これに伴い当該工事契約に当社持分に対応した保証等を行った結果、当社が負う偶発債務は合計で

32,129百万円であります。 

 なお、SULBの51％株主であるFoulath社と49％株主である当社は、平成22年6月25日に開示いたしまし

たとおり、本プロジェクトに関し705百万米ドルの出資を行うことで合意しておりますが、今後工事の

進捗に合わせて両社が出資を行い、SULBが設備代金を支払うことにより上記の偶発債務は減少してまい

ります。 

  

  

  

  

  

  

  

報告セグメント     
その他
（注)１

 

合計
調整額
（注)２

四半期
連結損益
計算書 
計上額

鉄鋼事業 
（日本）

鉄鋼事業 
（韓国）

鉄鋼事業
（タイ国）

軌道用品
事業

重工加工
品事業

計

売上高

(1) 外部顧客へ
の売上高

8,238 12,099 10,061 769 1,281 32,450 72 32,522 ― 32,522

(2) セグメント
間の内部売上高
又は振替高

564 ― ― ― ― 564 ― 564 (564) ―

計 8,802 12,099 10,061 769 1,281 33,014 72 33,086 (564) 32,522

セグメント利益 
（営業利益）

287 346 479 0 124 1,238 12 1,250 (251) 999

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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