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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 78,148 10.9 2,577 40.7 7,475 62.4 4,435 43.8
23年3月期第2四半期 70,469 12.2 1,831 △79.2 4,601 △58.5 3,085 △45.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 3,511百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △3,466百万円 （―％）

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2四半期 65.16 ―
23年3月期第2四半期 44.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 230,763 187,316 77.3
23年3月期 230,388 185,104 76.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  178,396百万円 23年3月期  176,563百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ― 15.00
24年3月期（予想） ― 15.00 30.00

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、対前期増減率）

（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

通期 150,000 11.4 5,000 114.6 13,000 27.2 8,000 21.1 117.73



(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  ：  有  

(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

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2Q 70,040,000 株 23年3月期 70,040,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,090,706 株 23年3月期 1,932,677 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 68,065,982 株 23年3月期2Q 68,803,289 株
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当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は、依然として鋼材需要の盛り上がりに

欠けるなか、製品の販売価格、主原料であるスクラップ価格ともに大きな変動がない状況で推移しまし

た。 

 日本におきましては、東日本大震災後、需要の低迷が続いておりますが、細やかな顧客対応により受

注の確保に努めております。 

 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、いずれも

2011年１月～６月の業績が当第２四半期連結累計期間に反映されます。韓国におきましては、鉄筋が主

に使用されるアパートの販売不振が続いており、販売数量の落ち込みと販売価格の低迷から当第２四半

期累計期間で、営業損失を計上しております。一方、タイ国および持分法適用関連会社を有する米国に

おきましては、需要の強さは感じられないものの、一定の収益を確保しております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は78,148百万円（前年同期比10.9％増）、営業利益

は2,577百万円（前年同期比40.7％増）、経常利益は7,475百万円（前年同期比62.4％増）、四半期純利

益は4,435百万円（前年同期比43.8％増）となりました。 

なお、当第２四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２四半期累計期間は平成23年１月～６月） 

81.77円／米ドル、2.68円／バーツ、13.47ウォン／円 

また、前第２四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２四半期累計期間は平成22年１月～６月） 

91.02円／米ドル、2.79円／バーツ、12.68ウォン／円 

  

なお、当第２四半期連結累計期間の四半期包括利益につきましては、本資料８ページ、四半期連結包

括利益計算書において記載のとおり、3,511百万円（うち親会社株主に係る四半期包括利益は3,132百万

円）となりました。その内訳は少数株主損益調整前四半期純利益5,090百万円、その他有価証券評価差

額金△694百万円、為替換算調整勘定△884百万円（少数株主に係る金額含む）となっております。 

 当第２四半期連結累計期間における為替換算調整勘定につきましては、平成23年７月29日発表の平成

24年３月期第１四半期決算短信において、約８億円の減少となる見込みとお知らせ致しましたが、概ね

そのとおりとなりました。なお、平成24年１月末頃発表予定の平成24年３月期第３四半期連結累計期間

においては、平成22年12月末と平成23年９月末の為替レートの差額が包括利益の為替換算調整勘定に反

映されますが、この期間においては円高に動いたことから、平成24年３月期第３四半期連結累計期間に

おける為替換算調整勘定は約90億円の減少となる見込みです。 

 当社は保有する資産のうち、在外子会社等の占める割合が高く、今後とも引き続き海外事業の展開を

続ける方針です。そのため為替レートの変動が包括利益に与える影響は大きく、為替レートが円高に動

いた場合は包括利益のマイナス要因に、円安に動いた場合は包括利益のプラス要因となります。 

  

①財政状態の変動 

当第２四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375百万円増加の230,763百万円となりました。 

１．当四半期決算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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負債につきましては、主に流動負債のその他に含まれている未払金の減少等により、前連結会計年度

末に比べ1,835百万円減少の43,447百万円となりました。 

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、その他の包括利

益累計額が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2,211百万円増加の187,316百万円となりま

した。 

  

なお、当第２四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２四半期会計期間末は平成23年６月末） 

80.73円／米ドル、2.62円／バーツ、13.35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22年12月末） 

81.44円／米ドル、2.70円／バーツ、13.98ウォン／円 

  

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） 

主に税金等調整前四半期純利益と米国の持分法適用関連会社からの現金分配により、営業活動による

資金は3,953百万円増加しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得および関係会社株式取得による支出があったものの、定期預金の払戻による収入

により、投資活動による資金は2,614百万円増加しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

主に短期借入金の増加により財務活動による資金は295百万円増加しました。 

以上に現金及び現金同等物に係る換算差額△373百万円を加味し、当第２四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6,490百万円増加の59,862百万円となりました。 

  

連結業績予想につきましては、前回予想時点（平成23年７月29日公表）から大きな状況の変化はない

ため、前回公表どおり、売上高1,500億円、営業利益50億円、経常利益130億円、当期純利益80億円と致

します。 

 なお、10月に入りタイ国での洪水被害が報じられておりますが、当社連結子会社のサイアム・ヤマ

ト・スチールカンパニーリミテッドはバンコク南東約200kmのマプタプット工業団地に位置し、周辺に

大きな河川もないため直接的な被害はございません。11月以降の需要の一時的減少等、間接的な影響に

ついては現在把握に努めており、本資料発表日現在での影響額は未定です。 

 また、当社は、中東バーレーン国において、49％出資のユナイテッド・スチールカンパニー（“サル

ブ”）BSC(c)(略称「SULB」)を通じ、Ｈ形鋼を中心とする形鋼生産のため、総事業費約10億ドルで直接

還元製鉄、製鋼、圧延の一貫工場の建設を進めております。本資料発表日現在で、建屋の建設工事から

一部機械の据付け工事へ取り掛かりつつあり、予定している平成24年後半の操業開始に向けて、工事は

順調に進行しております。 

  なお、サウジアラビア王国所在の当社関連会社ユナイテッド・サルブカンパニー（“サウジサル

ブ”）LLC（略称「Saudi Sulb」）が平成23年９月より生産および販売を開始致しました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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

理的に見積もり、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。

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 71,111 62,881

受取手形及び売掛金 23,684 24,541

商品及び製品 10,502 12,569

仕掛品 476 423

原材料及び貯蔵品 14,241 14,677

その他 1,551 1,444

貸倒引当金 △14 △14

流動資産合計 121,553 116,523

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,354 14,851

機械装置及び運搬具（純額） 29,873 27,814

土地 13,472 13,758

建設仮勘定 349 642

その他（純額） 256 230

有形固定資産合計 59,306 57,297

無形固定資産

のれん 3,057 2,877

その他 382 359

無形固定資産合計 3,439 3,236

投資その他の資産

投資有価証券 21,131 28,640

出資金 22,525 22,550

その他 2,555 2,639

貸倒引当金 △124 △124

投資その他の資産合計 46,088 53,705

固定資産合計 108,834 114,240

資産合計 230,388 230,763
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,582 13,197

短期借入金 796 2,831

関係会社短期借入金 － 450

未払法人税等 546 335

賞与引当金 390 523

その他 8,729 5,461

流動負債合計 23,045 22,799

固定負債

長期借入金 9,274 8,089

繰延税金負債 9,244 9,070

退職給付引当金 1,929 2,011

役員退職慰労引当金 1,238 1,173

その他 551 301

固定負債合計 22,237 20,647

負債合計 45,283 43,447

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

利益剰余金 212,125 215,556

自己株式 △918 △1,212

株主資本合計 219,204 222,340

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,917 1,225

為替換算調整勘定 △44,558 △45,169

その他の包括利益累計額合計 △42,640 △43,944

少数株主持分 8,541 8,919

純資産合計 185,104 187,316

負債純資産合計 230,388 230,763
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 70,469 78,148

売上原価 63,766 70,108

売上総利益 6,702 8,039

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 2,216 2,399

給料及び手当 571 585

賞与引当金繰入額 105 134

退職給付引当金繰入額 95 52

役員退職慰労引当金繰入額 61 71

その他 1,819 2,216

販売費及び一般管理費合計 4,870 5,461

営業利益 1,831 2,577

営業外収益

受取利息 180 169

受取配当金 107 120

持分法による投資利益 3,028 4,385

デリバティブ評価益 490 938

その他 265 224

営業外収益合計 4,073 5,837

営業外費用

支払利息 405 365

為替差損 310 506

デリバティブ評価損 559 57

その他 27 9

営業外費用合計 1,302 939

経常利益 4,601 7,475

特別利益

固定資産売却益 － 1

匿名組合清算益 102 －

特別利益合計 102 1

特別損失

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 2 10

投資有価証券評価損 106 205

貸倒引当金繰入額 17 56

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21 －

特別損失合計 148 274

税金等調整前四半期純利益 4,555 7,202

法人税、住民税及び事業税 1,634 2,204

法人税等調整額 △6 △92

法人税等合計 1,628 2,112

少数株主損益調整前四半期純利益 2,927 5,090

少数株主利益又は少数株主損失（△） △158 654

四半期純利益 3,085 4,435
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（四半期連結包括利益計算書）

 （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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,927 5,090

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △448 △694

為替換算調整勘定 △5,945 △884

その他の包括利益合計 △6,393 △1,578

四半期包括利益 △3,466 3,511

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,185 3,132

少数株主に係る四半期包括利益 △280 379
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 4,555 7,202

減価償却費 2,825 2,660

受取利息及び受取配当金 △287 △289

支払利息 405 365

持分法による投資損益（△は益） △3,028 △4,385

デリバティブ評価損益（△は益） 68 △880

売上債権の増減額（△は増加） △2,378 △584

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,908 △2,583

仕入債務の増減額（△は減少） 1,310 356

その他 △516 218

小計 △1,954 2,079

利息及び配当金の受取額 1,538 4,446

利息の支払額 △351 △392

法人税等の支払額 △2,157 △2,179

法人税等の還付額 1,771 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,154 3,953

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 △2,073 △3,132

定期預金の払戻による収入 1,801 17,989

有形固定資産の取得による支出 △2,355 △3,548

関係会社株式の取得による支出 △5,823 △8,681

その他 30 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,421 2,614

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） 350 1,996

長期借入金の返済による支出 △125 △395

自己株式の取得による支出 △591 △294

配当金の支払額 △1,344 △1,003

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △1 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,715 295

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,110 △373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,401 6,490

現金及び現金同等物の期首残高 90,677 53,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 76,276 59,862
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該当事項はありません。 
  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

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  

（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、運送、医療廃棄物処理、不動産事

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△516百万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一般管理費であります。 
  

 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。 
  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

    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 

（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、運送、医療廃棄物処理、不動産事

業等を含んでおります。 
  

 ２ セグメント利益又はセグメント損失（△）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 

△508百万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一般管理費であります。 
  

 ３ セグメント利益又はセグメント損失（△）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。

  

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

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

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

16,241 26,232 23,397 1,865 2,588 70,326 142 70,469 ― 70,469

(2) セグメント
間の内部売上高
又は振替高

1,194 ― ― ― ― 1,194 ― 1,194 △1,194 ―

計 17,436 26,232 23,397 1,865 2,588 71,521 142 71,663 △1,194 70,469

セグメント利益 539 745 672 110 255 2,324 23 2,347 △516 1,831

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

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

18,990 23,600 30,659 1,881 2,864 77,997 150 78,148 ― 78,148

(2) セグメント
間の内部売上高
又は振替高

1,434 ― ― ― ― 1,434 ― 1,434 △1,434 ―

計 20,425 23,600 30,659 1,881 2,864 79,432 150 79,582 △1,434 78,148

セグメント利益
又はセグメント
損失（△）

683 △186 2,194 134 232 3,058 27 3,085 △508 2,577

（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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