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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 33,289 9.5 840 187.1 969 142.0 595 349.7
23年3月期第1四半期 30,405 4.4 293 △94.5 400 △92.9 132 △96.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 593百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △477百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 13.68 ―
23年3月期第1四半期 3.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 151,461 119,865 78.6
23年3月期 146,453 119,973 81.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  118,978百万円 23年3月期  119,064百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 5.00 ― 15.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 15.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 65,000 13.6 1,200 330.0 1,600 384.3 1,000 ― 22.99
通期 135,000 15.6 4,000 ― 4,500 ― 2,500 ― 57.47

hterada
会社ロゴ（英字）



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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いません。 

※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、添付資
料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 44,898,730 株 23年3月期 44,898,730 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,394,196 株 23年3月期 1,394,196 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 43,504,534 株 23年3月期1Q 43,776,588 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 本年３月11日に発生した東日本大震災により、当第１四半期連結累計期間の日本経済は大きな影響を受けました。

当社グループの主要需要先である建設分野の業況は、前年度後半より改善に向かっていましたが、震災の影響により

工事の中止や遅延が発生するなど停滞し、製品需要は伸びませんでした。 

 このような状況の下、当社グループは需要に見合った生産・販売を徹底し、適正な製品価格の実現に努めました。

 これらの結果、当社グループの連結売上高は前年同期対比2,884百万円（9.5％）増収の33,289百万円となりまし

た。連結営業利益は前年同期対比547百万円（187.1％）増益の840百万円、連結経常利益は同569百万円（142.0％）

増益の969百万円、四半期純利益は同463百万円（349.7％）増益の595百万円となりました。 

  

 セグメント別の業績は以下の通りです。 

  

① 鉄鋼事業 

 当事業部門については、製品出荷量は前年同期とほぼ同水準の37万５千トンとなり、販売価格は前年同期に比べト

ン当たり約４千円（6.8％）上昇しました。鉄スクラップ価格は前年同期に比べトン当たり約１千円（3.7％）上昇し

たものの、製品価格の上昇幅がこれを上回ったため、製品と鉄スクラップの売買価格差が前年同期対比でトン当たり

約３千円（11.4％）拡大しました。なお、当社グループの生産は夜間操業が中心のため、電力問題の影響はほとんど

ありませんでした。 

 以上の結果、売上高は前年同期対比2,918百万円（10.1％）増収の31,768百万円、営業利益は同531百万円

（335.8％）増益の690百万円となりました。 

② 環境リサイクル事業 

 当事業部門については、産業活動の停滞による産業廃棄物の発生量の減少や処理単価の下落などにより、売上高は

前年同期対比35百万円（2.4％）減収の1,444百万円、営業利益は同52百万円（14.2％）減益の314百万円となりまし

た。 

③ その他の事業 

 当事業部門については、子会社を通じて土木資材の販売及び保険代理店業等を行っており、売上高は前年同期対比

１百万円（1.3％）増収の78百万円、営業利益は４百万円となり黒字を回復しました。 

  

（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 

（イ）資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて5,505百万円（7.8％）増加し、76,069百万円となりました。これは、現金

及び預金1,843百万円、受取手形及び売掛金3,224百万円、商品及び製品1,965百万円増加したこと等によります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて497百万円（0.7％）減少し、75,392百万円となりました。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5,008百万円（3.4％）増加し、151,461百万円となりました。 

（ロ）負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて207百万円（1.0％）増加し、19,977百万円となりました。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて4,909百万円（73.2％）増加し、11,618百万円となりました。これは、長

期借入金が4,873百万円増加したこと等によります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5,116百万円（19.3％）増加し、31,596百万円となりました。 

（ハ）純資産 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて108百万円（0.1％）減少し、119,865百万円となりました。これは、四半期

純利益595百万円、剰余金の配当653百万円等によります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の81.3％から、78.6％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて3,294百万円増加し、

19,308百万円となりました。 当第１四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以

下の通りです。 

（イ）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、2,668百万円の支出となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前四半

期純利益944百万円、減価償却費1,148百万円、売上債権の増加額3,224百万円、たな卸資産の増加額1,729百万円、法

人税等の支払額181百万円等です。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（ロ）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、1,864百万円の収入となりました。収支の主な内訳は、定期預金の預入に

よる支出495百万円と定期預金の払戻による収入1,156百万円、有価証券の売却及び償還による収入1,700百万円、有

形固定資産の取得による支出604百万円等です。 

（ハ）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、4,174百万円の収入となりました。収支の主な内訳は、長期借入れによる

収入5,000百万円、配当金の支払額649百万円等です。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年４月28日に公表いたしました第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  

該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

共英製鋼株式会社（5440） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

- 3 -



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,459 13,302

受取手形及び売掛金 27,272 30,496

有価証券 8,500 7,500

商品及び製品 11,020 12,986

原材料及び貯蔵品 8,418 8,182

その他 3,946 3,658

貸倒引当金 △52 △54

流動資産合計 70,564 76,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,761 14,600

機械装置及び運搬具（純額） 18,890 18,251

土地 27,053 27,057

その他（純額） 823 1,035

有形固定資産合計 61,528 60,943

無形固定資産 1,332 1,297

投資その他の資産   

投資有価証券 10,254 10,167

その他 2,866 3,073

貸倒引当金 △91 △87

投資その他の資産合計 13,029 13,153

固定資産合計 75,889 75,392

資産合計 146,453 151,461
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,629 13,595

1年内返済予定の長期借入金 471 469

未払法人税等 158 173

賞与引当金 621 298

役員賞与引当金 10 7

その他 4,881 5,435

流動負債合計 19,770 19,977

固定負債   

長期借入金 1,176 6,049

繰延税金負債 604 654

再評価に係る繰延税金負債 3,987 3,987

退職給付引当金 279 267

役員退職慰労引当金 15 16

その他 648 647

固定負債合計 6,710 11,618

負債合計 26,480 31,596

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,516 18,516

資本剰余金 21,493 21,493

利益剰余金 75,322 75,265

自己株式 △1,635 △1,635

株主資本合計 113,696 113,639

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 982 956

土地再評価差額金 4,763 4,763

為替換算調整勘定 △376 △380

その他の包括利益累計額合計 5,368 5,339

少数株主持分 909 887

純資産合計 119,973 119,865

負債純資産合計 146,453 151,461
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 30,405 33,289

売上原価 27,898 30,343

売上総利益 2,508 2,946

販売費及び一般管理費 2,215 2,106

営業利益 293 840

営業外収益   

受取利息 14 9

受取配当金 83 73

持分法による投資利益 26 134

その他 45 46

営業外収益合計 168 263

営業外費用   

支払利息 21 26

為替差損 11 81

コミットメントフィー 4 4

その他 24 23

営業外費用合計 60 134

経常利益 400 969

特別利益   

固定資産除売却益 4 2

会員権売却益 5 －

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 1 －

特別利益合計 11 2

特別損失   

固定資産除売却損 34 19

ゴルフ会員権評価損 － 8

特別退職金 12 －

その他 2 0

特別損失合計 48 27

税金等調整前四半期純利益 364 944

法人税等 201 322

少数株主損益調整前四半期純利益 163 622

少数株主利益 31 27

四半期純利益 132 595
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 163 622

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △617 △26

持分法適用会社に対する持分相当額 △23 △3

その他の包括利益合計 △640 △29

四半期包括利益 △477 593

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △507 566

少数株主に係る四半期包括利益 31 27
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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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 364 944

減価償却費 1,239 1,148

引当金の増減額（△は減少） △359 △339

持分法による投資損益（△は益） △26 △134

固定資産除売却損益（△は益） 30 17

受取利息及び受取配当金 △97 △82

支払利息 21 26

売上債権の増減額（△は増加） △3,564 △3,224

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,688 △1,729

仕入債務の増減額（△は減少） 492 △33

その他 482 855

小計 △4,107 △2,553

利息及び配当金の受取額 118 82

利息の支払額 △23 △16

法人税等の支払額 △377 △181

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,389 △2,668

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 △206 △495

定期預金の払戻による収入 3,156 1,156

有価証券の取得による支出 △675 －

有価証券の売却及び償還による収入 6,031 1,700

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

貸付けによる支出 △2 △8

貸付金の回収による収入 18 15

預け金の預入による支出 △300 －

預け金の払戻による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △647 △604

有形固定資産の売却による収入 29 13

無形固定資産の取得による支出 △47 △9

その他 3 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,359 1,864

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 5,000

長期借入金の返済による支出 △150 △127

自己株式の取得による支出 △662 －

割賦債務の返済による支出 △2 △2

配当金の支払額 △1,094 △649

少数株主への配当金の支払額 △41 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,948 4,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,022 3,294

現金及び現金同等物の期首残高 14,292 16,014

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,313 19,308
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該当事項はありません。 

  

  

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第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） 

  １．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 

（注）１ 「セグメント利益又は損失（△）」の調整額△231百万円には、セグメント間取引消去３百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△234百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。  

    ２ 「セグメント利益又は損失（△）」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。 

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

  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）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 鉄鋼事業 

環境リサイ
クル事業 

その他の事業 計 

売上高             

(1)外部顧客への売上高  28,849  1,479  77  30,405  －  30,405

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 10  438  －  448  △448  －

計  28,860  1,917  77  30,854  △448  30,405

セグメント利益又は損失（△）  158  365  △0  523  △231  293
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）  

 １．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 

（注）１ 「セグメント利益」の調整額△167百万円には、セグメント間取引消去４百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△172百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。  

    ２ 「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。 

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

   該当事項はありません。 

  

  （のれんの金額の重要な変動） 

   該当事項はありません。 

  

  （重要な負ののれん発生益） 

   該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 鉄鋼事業 

環境リサイ
クル事業 

その他の事業 計 

売上高             

(1)外部顧客への売上高  31,768  1,444  78  33,289  －  33,289

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 32  389  －  421  △421  －

計  31,799  1,833  78  33,710  △421  33,289

セグメント利益  690  314  4  1,007  △167  840

（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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