
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年10月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大和工業株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 5444 URL http://www.yamatokogyo.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 井上 浩行
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 吉田 隆文 TEL 079-273-1061
四半期報告書提出予定日 平成24年11月14日 配当支払開始予定日 平成24年12月10日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有

1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 79,802 2.1 2,226 △13.6 7,229 △3.3 4,778 7.7
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 7,646百万円 （117.7％） 24年3月期第2四半期 3,511百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 70.30 ―
24年3月期第2四半期 65.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 235,424 190,694 77.0
24年3月期 230,340 183,521 75.9
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  181,215百万円 24年3月期  174,938百万円

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

24年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年3月期 ― 15.00
25年3月期（予想） ― 15.00 30.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有   

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 △5.0 4,000 △23.9 13,000 △7.0 8,000 △7.9 117.32



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、四半期決算短信（添付資料）４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご
覧下さい。 

(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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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」をご覧下さい。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 69,750,000 株 24年3月期 69,750,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,558,622 株 24年3月期 1,870,186 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 67,983,641 株 24年3月期2Q 68,065,982 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、依然として需要の盛り上がりに欠け

る状況で推移いたしました。 

 日本におきましては、引き続き鉄鋼需要が伸び悩むなか、形鋼販売価格、主原料であるスクラップ価

格ともに低迷しております。 

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、サウジアラビア王国にお

きましては、いずれも2012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が、第１四

半期連結累計期間と比べ、状況は大きく変わっておりません。なお、韓国のワイケー・スチールコーポ

レーションではコスト競争力強化のための設備投資を行いました。 

 バーレーン王国所在の持分法適用関連会社ユナイテッド・スチールカンパニー（“スルブ”）BSC

（ｃ）（以下、SULB社）は、工場建設中のため、当第２四半期連結累計期間の業績には大きな影響を与

えておりません。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前第２四半期連結累計期間と比べ1,654百万円

増の79,802百万円となりました。利益につきましては、営業利益は前第２四半期連結累計期間と比べ

351百万円減の2,226百万円、経常利益は前第２四半期連結累計期間と比べ246百万円減の7,229百万円、

四半期純利益は前第２四半期連結累計期間と比べ343百万円増の4,778百万円となりました。 

  

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24年１月～６月） 

79.77円／米ドル、2.57円／バーツ、14.31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23年１月～６月） 

81.77円／米ドル、2.68円／バーツ、13.47ウォン／円 

  

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメント区分を変更しております。詳細は、「３．四半

期連結財務諸表（５）セグメント情報等 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至

平成24年９月30日）」の「２．報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。 

  

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、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に

比べ5,084百万円増加の235,424百万円となりました。 

負債につきましては、借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,088百万円減少の44,729百

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2,575百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ7,173百万円増加の190,694百万円と

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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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24年６月末） 

  79.31円／米ドル、2.50円／バーツ、14.55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23年12月末） 

  77.73円／米ドル、2.45円／バーツ、14.84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8,029百万円増加しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

主に定期預金の預入による支出により、投資活動による資金は32,482百万円減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

主に配当金の支払、借入金の返済による支出により、財務活動による資金は2,566百万円減少しまし

た。 

以上に現金及び現金同等物に係る換算差額986百万円を加味し、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26,033百万円減少の21,854百万円となりました。 

  

連結業績予想につきましては、前回予想時点（平成24年７月30日公表）から大きな状況の変化はない

ものの、販売価格の低迷から売上高を修正し、売上高を1,500億円（前回予想比50億円減）、営業利益

40億円、経常利益130億円、当期純利益80億円といたします。 

  なお、SULB社の工場建設工事につきましては、本資料発表日現在で各種機械の据付けは完了し、操業

開始に向け準備を進めております。SULB社の業績予想につきましては前回予想と同様に連結業績予想に

は反映しておりません。 

（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。 

  

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

 これによる当第２四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に与え

る影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 54,549 58,026

受取手形及び売掛金 26,411 25,737

商品及び製品 11,180 10,640

仕掛品 429 438

原材料及び貯蔵品 16,412 15,990

その他 1,487 1,376

貸倒引当金 △16 △13

流動資産合計 110,454 112,197

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,659 13,477

機械装置及び運搬具（純額） 25,230 25,217

土地 12,948 13,101

建設仮勘定 1,368 4,743

その他（純額） 203 243

有形固定資産合計 53,409 56,784

無形固定資産

のれん 2,697 2,517

その他 325 333

無形固定資産合計 3,022 2,851

投資その他の資産

投資有価証券 37,243 37,075

出資金 23,715 23,816

その他 2,619 2,824

貸倒引当金 △125 △125

投資その他の資産合計 63,452 63,591

固定資産合計 119,885 123,227

資産合計 230,340 235,424
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,838 14,204

短期借入金 5,329 3,693

関係会社短期借入金 － 500

未払法人税等 962 607

賞与引当金 398 571

その他 6,838 7,501

流動負債合計 28,367 27,078

固定負債

長期借入金 6,713 5,925

繰延税金負債 8,304 8,102

退職給付引当金 1,912 2,061

役員退職慰労引当金 1,212 1,300

その他 308 262

固定負債合計 18,451 17,651

負債合計 46,818 44,729

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 － 341

利益剰余金 218,242 222,019

自己株式 △705 △587

株主資本合計 225,533 229,769

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,881 1,347

為替換算調整勘定 △52,477 △49,902

その他の包括利益累計額合計 △50,595 △48,554

少数株主持分 8,583 9,479

純資産合計 183,521 190,694

負債純資産合計 230,340 235,424
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 78,148 79,802

売上原価 70,108 72,206

売上総利益 8,039 7,596

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 2,399 2,435

給料及び手当 585 605

賞与引当金繰入額 134 155

退職給付引当金繰入額 52 52

役員退職慰労引当金繰入額 71 87

その他 2,216 2,032

販売費及び一般管理費合計 5,461 5,369

営業利益 2,577 2,226

営業外収益

受取利息 169 273

受取配当金 120 118

持分法による投資利益 4,385 4,955

デリバティブ評価益 938 93

その他 224 340

営業外収益合計 5,837 5,781

営業外費用

支払利息 365 359

為替差損 506 154

デリバティブ評価損 57 41

設備休止費用 － 128

その他 9 94

営業外費用合計 939 778

経常利益 7,475 7,229

特別利益

固定資産売却益 1 24

投資有価証券売却益 － 340

特別利益合計 1 364

特別損失

固定資産売却損 1 3

固定資産除却損 10 14

投資有価証券評価損 205 240

貸倒引当金繰入額 56 －

特別損失合計 274 257

税金等調整前四半期純利益 7,202 7,335

法人税、住民税及び事業税 2,204 2,152

法人税等調整額 △92 △256

法人税等合計 2,112 1,895

少数株主損益調整前四半期純利益 5,090 5,439

少数株主利益 654 660

四半期純利益 4,435 4,778
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,090 5,439

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △694 △535

為替換算調整勘定 △884 2,742

その他の包括利益合計 △1,578 2,206

四半期包括利益 3,511 7,646

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,132 6,819

少数株主に係る四半期包括利益 379 826
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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 7,202 7,335

減価償却費 2,660 2,357

受取利息及び受取配当金 △289 △392

支払利息 365 359

持分法による投資損益（△は益） △4,385 △4,955

デリバティブ評価損益（△は益） △880 △51

売上債権の増減額（△は増加） △584 866

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,583 1,373

仕入債務の増減額（△は減少） 356 △845

その他 218 △515

小計 2,079 5,532

利息及び配当金の受取額 4,446 5,312

利息の支払額 △392 △377

法人税等の支払額 △2,179 △2,437

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,953 8,029

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 △3,132 △37,186

定期預金の払戻による収入 17,989 7,653

有形固定資産の取得による支出 △3,548 △3,683

投資有価証券の売却による収入 － 411

関係会社株式の取得による支出 △8,681 －

その他 △12 322

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,614 △32,482

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） 1,996 △1,343

長期借入金の返済による支出 △395 △893

自己株式の取得による支出 △294 △0

自己株式の売却による収入 － 680

配当金の支払額 △1,003 △1,000

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △6 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 295 △2,566

現金及び現金同等物に係る換算差額 △373 986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,490 △26,033

現金及び現金同等物の期首残高 53,372 47,887

現金及び現金同等物の四半期末残高 59,862 21,854
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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。

  
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．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△593百万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。 

  

（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

計

売上高   

(1) 外部顧客へ
の売上高

21,855 23,600 30,659 1,881 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

144 ― ― ― 144 ― 144 △144 ―

計 22,000 23,600 30,659 1,881 78,142 150 78,292 △144 78,148

セグメント利益
又はセグメント
損失（△）

915 △186 2,194 134 3,058 27 3,085 △508 2,577

 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

計

売上高   

(1) 外部顧客へ
の売上高

18,054 25,966 32,740 2,900 79,663 138 79,802 ― 79,802 

(2) セグメント
間の内部売上高
又は振替高

231 ― ― ― 231 ― 231 △231 ―

計 18,286 25,966 32,740 2,900 79,895 138 80,034 △231 79,802 

セグメント利益 206 476 1,727 398 2,809 10 2,820 △593 2,226 
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間より、従来の報告セグメント区分のうち「重工加工品事業」については、

「鉄鋼事業（日本）」に含めて表示することに変更しております。これは、当社グループが鉄鋼事業

を中心にさらにグローバルに事業展開を進めていくなか、ヤマトスチール株式会社で事業活動を行っ

ている鉄鋼事業と重工加工品事業とを一体として業績を評価することにしたためです。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成してお

り、前第２四半期連結累計期間の「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」に記載しております。 
  

   変更後の各報告セグメントの主要な製品及びサービスは次のとおりであります。 

   ［ 鉄 鋼 事 業（日 本）〕 Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板、造船用形鋼、エレベータガイドレール、 

                   鋳鋼品、船舶製缶、重機械加工 

   ［ 鉄 鋼 事 業（韓 国）〕 棒鋼 

   ［ 鉄 鋼 事 業（タイ国）〕 Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板 

   ［ 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 

  

  

該当事項はありません。 

（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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