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

23年3月期第3四半期 38,763 1.7 738 ― △383 ― △310 ―

22年3月期第3四半期 38,131 △39.8 △3,693 ― △3,999 ― △2,477 ―

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3四半期 △25.93 ―

22年3月期第3四半期 △206.92 ―

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3四半期 51,546 21,148 40.9 1,759.10
22年3月期 46,266 21,820 47.0 1,815.31

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  21,062百万円 22年3月期  21,735百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 25.00 25.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

25.00 25.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 50,600 △7.3 740 ― 58 ― 118 ― 9.86



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 

※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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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 
 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、
将来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については、
四半期決算短信【添付資料】３ページ「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】P.４「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3Q 12,215,132株 22年3月期  12,215,132株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  241,948株 22年3月期  241,717株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,973,317株 22年3月期3Q 11,973,507株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア諸国を中心とする新興国の経済成長等から企業の生産

や輸出におきましては、持ち直しの動きが見られ、企業収益の改善や個人消費の持ち直しにより、景気は回復基調

で推移しましたが、雇用情勢は依然として厳しく、また、米国の景気低迷の長期化懸念や欧州の金融システム不安

等から急速な円高が進行しており、景気は予断を許さない状況となっております。 

当鉄鋼流通加工業界におきましては、国内鋼材市況は鉄鋼メーカーの値上げ発表等から昨年３月頃より急速に好

転したものの、建築関連の民間設備投資は引き続き低迷しており、また、公共投資も目立ったものはなく、鋼材需

要の低迷から６月には再び下落に転じる等、厳しい状況が続いております。 

このような環境下にありまして当社グループ（当社及び連結子会社）は、各地区において積極的な営業活動を展

開しているものの、得意先でありますゼネコンやファブリケーターが請負う建築物件等の受注状況は依然として厳

しいものがあり、荷動きは全般的に低迷しているものの当第３四半期連結会計期間におきましては徐々に回復しつ

つあります。この様な状況の中、販売量につきましてはＨ形鋼を中心とした条鋼類が堅調に推移したことから前年

同期を上回り、販売金額につきましても鋼材市況の低迷を受け、販売単価は伸びず厳しさはあるものの前年同期を

上回る結果となりました。また、東京支社を中心とした鉄骨工事請負事業は、企業収益の改善から民間設備投資も

持ち直しの動きが見られ、大手ゼネコンを中心に着実に受注実績を積み上げており、受注額は概ね順調に推移して

おります。売上につきましては、完成基準の工事売上に加え、工事進行基準適用の工事物件も堅調に進捗している

ものの、昨年は大型物件の完成等があったことから、前年同期に比べ減少となりました。これらの結果から当第３

四半期連結累計期間の売上高は38,763百万円（前年同期比1.7％増）となりました。 

収益面におきましては、鋼材市況は一昨年からの断続的な下落局面から脱し、春先から上昇に転じたことから、

第１四半期連結会計期間は比較的堅調に推移したものの、第２四半期連結会計期間以降は仕入価格の上昇に加え、

鋼材市況は下落し収益率の低下を招く結果となり、販売量には明るさが見られるものの、収益の増加には至りませ

んでした。これらの結果から当第３四半期連結累計期間の営業利益は738百万円（前年同期は営業損失3,693百万

円）となりました。また、輸入鋼材の決済資金として米ドル／円の通貨オプション契約及び為替予約を行ってお

り、急速な円高からこれらの契約に係る時価評価としてデリバティブ評価損1,260百万円の計上等により経常損失

は383百万円（前年同期は経常損失3,999百万円）、四半期純損失は310百万円（前年同期は四半期純損失2,477百万

円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 鋼材の販売・加工事業 

鋼材の販売・加工事業は、昨年の年初からの鋼材市況の上昇により、春先には先高観からゼネコンやファブリ

ケーターが先行発注を行い、一時的に仮需要が発生したものの、建築関連の民間設備投資は引き続き低迷してい

ることから、５月中旬にはその効果も薄れ、鋼材需要は急速に減少しました。また、その後も鋼材需要は弱く、

市況も低迷が続いておりましたが、秋口頃より徐々に荷動きは回復傾向が見られ販売量・販売金額共に前年同期

を上回る結果となりました。品種別に見ますと、当社主力のＨ形鋼は、各サイズ共に堅調に推移したことから販

売量・販売金額共に増加となりました。鋼板類は販売量が増加したものの価格面では厳しく販売金額は減少とな

りました。また、コラムにつきましても販売量は順調に増加したことから、昨年に比べ販売価格は低下したもの

の販売金額についても上回る結果となりました。以上の結果から、売上高は31,572百万円となりました。 

② 鉄骨工事請負事業 

鉄骨工事請負事業は、民間設備投資は徐々に持ち直しの動きが見られるものの、地方の中小物件は依然として

少なく厳しい状況が続いております。しかし、首都圏及び関西圏を中心とした都市部におきましては再開発や大

型物件が比較的堅調であり、物件の受注状況については概ね順調に推移しております。売上高につきましては、

工事完成基準適用の中小物件に加え、工事進行基準適用の大型物件も順調に進捗しているものの、昨年度は工事

進行基準適用初年度にあたり、新基準適用前の完成基準による大型物件の完成も加わり、工事売上額が増加して

いたため、前年同期に比べては減少となり、鉄骨工事請負事業の売上高は7,066百万円となりました。 

③ その他 

その他の売上は、倉庫業・運送業共に堅調に推移したことから123百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

当第３四半期連結累計期間末における資産合計は51,546百万円（前連結会計年度末は46,266百万円）となり、

5,279百万円増加しました。主な要因は、売上高の回復等に伴う受取手形及び売掛金の増加3,586百万円と商品及

び製品の増加953百万円、原材料及び貯蔵品の増加221百万円、鉄骨工事請負の進行等に伴う未成工事支出金の増

加1,425百万円等によるものであります。 

（負債の部） 

当第３四半期連結累計期間末における負債合計は30,397百万円（前連結会計年度末は24,446百万円）となり、

5,951百万円増加しました。主な要因は、鋼材の仕入増加等に伴う買掛金の増加3,045百万円、短期借入金の増加

1,899百万円、通貨オプションの増加1,056百万円等によるものであります。 

（純資産の部） 

当第３四半期連結累計期間末における純資産合計は21,148百万円（前連結会計年度末は21,820百万円）とな

り、671百万円減少しました。主な要因は、利益剰余金の減少646百万円及びその他有価証券評価差額金の減少26

百万円であります。この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は40.9％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ446百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には1,596百万円（前年同期比26.7％減）となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果使用した資金は1,382百万円（前年同期は4,031百万円の獲得）となりました。これは主に、仕

入債務の増加額3,043百万円と減価償却費546百万円、デリバティブ評価損1,260百万円、法人税等の還付額625百

万円等がありましたが、税金等調整前四半期純損失355百万円に加え、売上債権の増加額3,576百万円及びたな卸

資産の増加額2,586百万円が大きく影響した事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） 

投資活動の結果使用した資金は665百万円（前年同期比298.5％増）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出593百万円及び長期貸付金による支出112百万円、長期貸付金の回収による収入46百万円等によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は1,599百万円（前年同期は3,877百万円の使用）となりました。これは主に、短

期借入金の増加額1,899百万円と配当金の支払額299百万円によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成22年11月10日の第２四半期決算短信にて公表いたしました業績予想から修

正は行っておりません。なお、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。実際の業績は、今後の業況の変化によって異なる結果となる可能性があります。今後

修正の必要性が生じた場合には、確定次第速やかに開示いたします。 
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（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 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は、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定しております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

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。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

ありません。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「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）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する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

用により、当第３四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」の科目で表示しております。

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,651,687 2,097,968

受取手形及び売掛金 17,951,189 14,365,031

商品及び製品 4,963,782 4,010,320

原材料及び貯蔵品 3,293,714 3,071,974

未成工事支出金 2,783,282 1,357,435

繰延税金資産 711,131 926,500

その他 386,025 1,011,005

貸倒引当金 △71,300 △118,300

流動資産合計 31,669,513 26,721,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,551,598 12,491,964

減価償却累計額 △6,137,234 △5,820,140

建物及び構築物（純額） 6,414,363 6,671,824

機械装置及び運搬具 5,848,361 5,793,121

減価償却累計額 △5,101,991 △4,917,590

機械装置及び運搬具（純額） 746,370 875,531

土地 10,749,001 10,245,001

建設仮勘定 1,242 －

その他 344,107 342,527

減価償却累計額 △303,170 △287,097

その他（純額） 40,937 55,430

有形固定資産合計 17,951,915 17,847,786

無形固定資産 50,220 52,398

投資その他の資産   

投資有価証券 531,156 573,557

保険積立金 566,845 557,105

繰延税金資産 367,572 45,447

その他 841,949 885,498

貸倒引当金 △433,121 △417,328

投資その他の資産合計 1,874,402 1,644,280

固定資産合計 19,876,538 19,544,465

資産合計 51,546,052 46,266,401
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,829,418 5,784,101

短期借入金 15,400,032 13,500,389

未払法人税等 96,325 55,630

賞与引当金 17,300 71,100

役員賞与引当金 － 31,250

未成工事受入金 1,416,979 1,229,604

その他 919,246 854,145

流動負債合計 26,679,302 21,526,221

固定負債   

繰延税金負債 477,848 522,804

退職給付引当金 956,318 964,947

役員退職慰労引当金 545,703 527,617

負ののれん 545,074 616,170

通貨オプション 1,148,657 247,312

その他 44,507 41,007

固定負債合計 3,718,110 2,919,859

負債合計 30,397,412 24,446,081

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,948,829 3,948,829

資本剰余金 4,116,979 4,116,979

利益剰余金 13,212,703 13,859,691

自己株式 △204,469 △204,309

株主資本合計 21,074,041 21,721,189

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,977 14,224

評価・換算差額等合計 △11,977 14,224

少数株主持分 86,575 84,904

純資産合計 21,148,639 21,820,319

負債純資産合計 51,546,052 46,266,401
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 38,131,790 38,763,447

売上原価 38,016,962 34,331,467

売上総利益 114,828 4,431,980

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 780,220 801,623

給料手当及び賞与 1,218,632 1,088,348

賞与引当金繰入額 10,366 13,086

退職給付費用 60,733 61,078

役員退職慰労引当金繰入額 17,867 20,086

減価償却費 360,384 386,756

その他 1,360,118 1,322,489

販売費及び一般管理費合計 3,808,323 3,693,470

営業利益又は営業損失（△） △3,693,494 738,510

営業外収益   

受取利息 3,175 4,003

受取配当金 9,731 9,752

仕入割引 17,972 10,403

受取賃貸料 20,952 20,386

為替差益 3,191 52,313

負ののれん償却額 76,110 71,096

その他 40,259 46,156

営業外収益合計 171,392 214,113

営業外費用   

支払利息 94,898 61,826

デリバティブ評価損 361,659 1,260,867

その他 20,935 12,949

営業外費用合計 477,494 1,335,642

経常損失（△） △3,999,596 △383,019

特別利益   

補助金収入 7,268 10,700

貸倒引当金戻入額 6,752 17,095

投資有価証券売却益 1,654 －

特別利益合計 15,676 27,795

特別損失   

投資有価証券評価損 4,137 －

特別損失合計 4,137 －

税金等調整前四半期純損失（△） △3,988,057 △355,223

法人税、住民税及び事業税 45,841 88,208

法人税等調整額 △1,561,379 △134,619

法人税等合計 △1,515,538 △46,410
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △308,813

少数株主利益 5,075 1,707

四半期純損失（△） △2,477,595 △310,520
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △3,988,057 △355,223

減価償却費 556,174 546,923

負ののれん償却額 △76,110 △71,096

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,764 △31,307

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,059 △53,800

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △56,400 △31,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,773 △8,629

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,307 18,086

受取利息及び受取配当金 △12,907 △13,756

支払利息 94,898 61,826

為替差損益（△は益） △3,191 435

投資有価証券評価損益（△は益） 4,137 －

投資有価証券売却損益（△は益） △1,654 －

有形固定資産売却損益（△は益） 1,581 △2,103

有形固定資産除却損 575 150

デリバティブ評価損益（△は益） 361,659 1,260,867

保険解約損益（△は益） △89 △1,384

補助金収入 － △10,700

売上債権の増減額（△は増加） 327,110 △3,576,875

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,139,843 △2,586,597

その他の流動資産の増減額（△は増加） 103,012 △276,494

仕入債務の増減額（△は減少） △1,523,145 3,043,222

未払消費税等の増減額（△は減少） 236,010 △363,096

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,634,259 187,375

その他の流動負債の増減額（△は減少） 58,745 227,797

その他 321 5,204

小計 5,781,033 △2,030,425

利息及び配当金の受取額 12,489 13,759

利息の支払額 △93,328 △61,626

補助金の受取額 － 70,314

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,668,349 625,424

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,031,846 △1,382,553
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 △104,980 △104,980

定期預金の払戻による収入 104,980 104,980

有形固定資産の取得による支出 △224,483 △593,561

有形固定資産の売却による収入 12,950 7,357

投資有価証券の取得による支出 △914 △930

投資有価証券の売却による収入 2,074 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 440 △3,000

長期貸付けによる支出 △42,700 △112,557

長期貸付金の回収による収入 3,150 46,698

保険積立金の積立による支出 △12,677 △12,720

保険積立金の払戻による収入 9,003 4,364

子会社株式の取得による支出 － △1,000

その他 86,154 △122

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,001 △665,471

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） △3,398,248 1,899,642

自己株式の取得による支出 － △159

配当金の支払額 △479,078 △299,798

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,877,326 1,599,684

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,191 △435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,291 △448,775

現金及び現金同等物の期首残高 2,187,055 2,042,988

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 2,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,177,764 1,596,707
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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21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１．事業区分は事業の種類を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(1）鋼材の販売・加工事業……Ｈ形鋼、鋼板、コラム等の一般鋼材の商品及び製品 

(2）鉄骨工事請負事業…………鉄骨工事 

(3）その他事業…………………運送業、倉庫業他 

３．会計処理の方法の変更 

当第３四半期連結累計期間  

（工事契約に関する会計基準） 

  第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、鉄骨工事請負事業において、売上高は

2,298,089千円、営業利益は93,843千円それぞれ増加しております。 

【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21年４月１日 至平成21年12月31日） 

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

【海外売上高】 

前第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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
鋼材の販売
・加工事業 
（千円） 

鉄骨工事
請負事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  27,655,612  10,361,545  114,633  38,131,790  －  38,131,790

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,906,266  12,548  1,093,271  3,012,086 (3,012,086)  －

計  29,561,878  10,374,093  1,207,904  41,143,877 (3,012,086)  38,131,790

営業利益又は営業損失（△）  △3,872,056  179,445  57,524  △3,635,086 (58,408)  △3,693,494
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位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業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、事業の特性により「鋼材の販売・加工事業」及び「鉄骨工事請負事業」の２つを報告セグメントとし

ております。 

「鋼材の販売・加工事業」は、Ｈ形鋼、鋼板、コラム等の鉄鋼製品の仕入販売・加工販売及びＣ形鋼、合成ス

ラブデッキ、フラットデッキの製造販売しております。 

「鉄骨工事請負事業」は、ゼネコン及び総合商社より鉄骨工事を請負い、子会社及び当社の得意先である鉄骨

加工業者等に加工を発注しております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業のセグメントであり、運送事業及び倉庫事業を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、全社費用 千円が含ま

れております。全社費用は、主に当社の本社管理部門に係る費用であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）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」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。  

該当事項はありません。  

  （単位：千円）

  

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 
（注）３ 

鋼材の販売 
・加工事業 

鉄骨工事
請負事業 

計

売上高                        

外部顧客への売上高  31,572,909 7,066,747 38,639,656 123,791  38,763,447  －  38,763,447

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,413,071 20,402 1,433,473 1,243,940  2,677,413 (2,677,413)  －

計  32,985,980 7,087,149 40,073,130 1,367,731  41,440,861 (2,677,413)  38,763,447

セグメント利益  737,359 280,472 1,017,832 66,319  1,084,151 (345,641)  738,510

345,641 135,464 210,177

（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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