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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９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２四半期 63,681 33.6 578 △50.8 495 △66.7 △2,685 －
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
 

 
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２四半期 △16.25 －
22年３月期第２四半期 0.58 －
 
(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２四半期 179,270 93,169 48.5 526.27
22年３月期 178,031 95,330 50.0 538.45
（参考）自己資本  23年３月期第２四半期 86,969百万円 22年３月期 88,985百万円 

 
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 － 0.00 － 1.50 1.50 
23年３月期 － 0.00  
23年３月期(予想)  － － － 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

平成23年３月期の期末の配当金額は未定であります。 
  
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、対前期増減率） 

 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

通     期 127,000 32.5 2,300 － 2,300 － △1,200 － △7.26
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有 
業績予想の修正については、本日(平成22年10月29日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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を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 
（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）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 171,452,113株 22年３月期 171,452,113株
② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 6,196,849株 22年３月期 6,189,512株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期２Ｑ 165,258,568株 22年３月期２Ｑ 171,352,666株

 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 

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連結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） 
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。今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。 
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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 

当第２四半期連結累計期間の国内経済は、外需主導による回復基調のもとでスタートしましたが、米

国・中国の景気先行き懸念が広がる中で、円高・株安のみが進行しており、景気の不透明感が増してきて

おります。 

電炉業界におきましても、前年度見られた極端な需要の落ち込みからは脱却しておりますが、建設業界

の需要回復が進んでいないことなどから、厳しい環境が続いております。 

このような中で、当社グループの生産・販売数量も前年度の落ち込んだ水準からは増加に転じ、鋼材価

格も前年度に比べてやや上昇しましたので、売上高は、前年同期比16,003百万円増加の63,681百万円とな

りました。 

一方で、主原料の鉄スクラップ価格も前年度より上昇したため、経常利益は、前年同期比991百万円減少

の495百万円となり、最終損益は、一部保有株式について投資有価証券評価損を計上したことから、前年同

期比2,785百万円減少の2,685百万円の純損失となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度比1,239百万円増加の179,270百万円と

なりました。 

流動資産は、前連結会計年度比5,135百万円増加の61,110百万円、固定資産は、前連結会計年度比3,896

百万円減少の118,160百万円となりました。流動資産の増加は、主として鋼材販売数量増加により受取手形

及び売掛金が増加したことによるものであります。固定資産の減少は、主として保有株式の時価下落によ

り投資有価証券が減少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における負債は前連結会計年度比3,400百万円増加の86,101百万円となりま

した。 

流動負債は、前連結会計年度比2,882百万円増加の51,164百万円、固定負債は、前連結会計年度比518百

万円増加の34,936百万円となりました。流動負債の増加は、生産量回復に伴い主原料である鉄スクラップ

の購入数量が増加したことにより主として支払手形及び買掛金が増加したことによるものであります。固

定負債の増加は、主として長期借入金の増加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における純資産は、前連結会計年度比2,161百万円減少の93,169百万円とな

りました。これは主として、保有株式の時価下落により投資有価証券評価損を計上した結果、四半期純損

失を計上するに至っ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連結会計年度末の50.0％から48.5％に、１株当たり純資産額は538円45

銭から526円27銭となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、前回予想(平成22年４月28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。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 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より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

なお、これによる、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

(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」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)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２四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,605 8,619

受取手形及び売掛金（純額） 31,715 25,115

有価証券 － 20

商品及び製品 12,242 9,810

仕掛品 394 477

原材料及び貯蔵品 10,063 10,768

繰延税金資産 16 56

その他 1,072 1,107

流動資産合計 61,110 55,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,288 17,628

機械装置及び運搬具（純額） 22,397 23,754

土地 59,325 59,354

建設仮勘定 141 617

その他（純額） 400 331

有形固定資産合計 99,552 101,685

無形固定資産 674 346

投資その他の資産   

投資有価証券 15,629 17,680

長期貸付金 227 239

その他（純額） 2,075 2,104

投資その他の資産合計 17,932 20,024

固定資産合計 118,160 122,056

資産合計 179,270 178,031
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,964 18,322

短期借入金 21,817 23,321

1年内償還予定の社債 － 500

リース債務 45 41

未払法人税等 69 74

賞与引当金 953 910

その他 5,313 5,112

流動負債合計 51,164 48,282

固定負債   

長期借入金 18,501 17,993

リース債務 67 67

繰延税金負債 1,605 1,393

役員退職慰労引当金 6 －

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824

退職給付引当金 1,652 1,677

負ののれん 724 902

その他 554 558

固定負債合計 34,936 34,418

負債合計 86,101 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 35,366 38,299

自己株式 △1,293 △1,291

株主資本合計 78,855 81,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 95 △823

土地再評価差額金 8,019 8,019

評価・換算差額等合計 8,114 7,195

少数株主持分 6,199 6,344

純資産合計 93,169 95,330

負債純資産合計 179,270 178,031
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 47,677 63,681

売上原価 42,424 58,332

売上総利益 5,253 5,348

販売費及び一般管理費 4,078 4,769

営業利益 1,175 578

営業外収益   

受取利息 9 9

受取配当金 165 133

固定資産賃貸料 147 141

持分法による投資利益 166 －

負ののれん償却額 177 177

その他 44 42

営業外収益合計 711 504

営業外費用   

支払利息 272 283

持分法による投資損失 － 155

その他 127 148

営業外費用合計 400 587

経常利益 1,486 495

特別利益   

固定資産売却益 － 10

特別利益合計 － 10

特別損失   

固定資産処分損 66 59

投資有価証券評価損 － 3,142

減損損失 21 22

その他 5 2

特別損失合計 93 3,227

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,392 △2,720

法人税、住民税及び事業税 355 12

法人税等調整額 639 59

法人税等合計 994 72

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,793

少数株主利益又は少数株主損失（△） 297 △107

四半期純利益又は四半期純損失（△） 99 △2,685
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,392 △2,720

減価償却費 2,948 2,896

減損損失 21 22

負ののれん償却額 △177 △177

固定資産除却損 59 59

固定資産売却損益（△は益） △1 △10

たな卸資産評価損 △222 △1,553

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,142

持分法による投資損益（△は益） △166 155

受取利息及び受取配当金 △174 △143

支払利息 272 283

売上債権の増減額（△は増加） 5,514 △6,599

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,374 △90

仕入債務の増減額（△は減少） △7,375 4,713

未払消費税等の増減額（△は減少） △196 △89

その他 △811 491

小計 4,456 379

利息及び配当金の受取額 301 186

利息の支払額 △275 △287

法人税等の支払額 △2,829 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,653 264

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 250 20

投資有価証券の取得による支出 △3 △203

有形固定資産の取得による支出 △3,105 △896

有形固定資産の売却による収入 8 27

貸付けによる支出 △0 △71

貸付金の回収による収入 207 12

その他 △2 △382

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,646 △1,494

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） 1,200 △1,200

長期借入れによる収入 3,500 3,720

社債の償還による支出 － △500

長期借入金の返済による支出 △3,162 △3,515

配当金の支払額 △1,023 △248

リース債務の返済による支出 △29 △23

その他 △19 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 464 △1,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △528 △3,013

現金及び現金同等物の期首残高 7,230 8,619

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,702 5,605
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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。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 

 

４.補足情報 

 

(1)生産高比較 (単位:千屯) 

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 

    (21/4～21/9) (22/4～22/9) (21/4～22/3) 

  粗  鋼（単独） 394 648 887 

      （連結） 539 818 1,148 

  鋼  材（単独） 398 524 830 

      （連結） 535 669 1,087 

 

(2)売上高比較 

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 

    (21/4～21/9) (22/4～22/9) (21/4～22/3) 

  数量 410 千屯 536 千屯 850 千屯 

鋼  材 (単価) ( 68.7 千円) （ 71.0 千円) （ 66.5 千円) 

  金額  28,168 百万円 38,054 百万円  56,454 百万円

そ の 他 金額  1,988 百万円 6,577 百万円  5,722 百万円

合  計 金額  30,157 百万円 44,631 百万円  62,176 百万円

(うち、輸出)   （ 2,269 百万円） （ 5,736 百万円） （ 6,533 百万円）

(注)上記は合同製鐵㈱単独の数値です。 
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