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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は大きな変化はなく推移しました。

　日本におきましては、建築・土木関連の需要の盛り上がりが見えてきているものの、足元の出荷には結びつい

ておらず、実需見合いの生産・販売に努めております。また、造船所からの船尾骨材の受注は、数量・価格とも

に厳しい状況が続いております。

　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、バーレーン王国、サウジアラビア

王国におきましては、いずれも2014年１月～３月の業績が当第１四半期連結累計期間に反映されます。

　韓国のワイケー・スチールコーポレーションでは建設需要と鉄筋販売価格の低迷により厳しい業況が続いてお

ります。一方、タイ国のサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドでは昨年からの受注残に対する出荷

もあり、一定の収益を確保いたしました。

　また、米国の持分法適用関連会社につきましては、寒波の影響を受けたものの、概ね順調に推移しました。バ

ーレーン王国の持分法適用関連会社スルブカンパニーBSC(ｃ)では、厳しい販売競争を続けており、製販一体と

なって拡販に取り組んでおります。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前第１四半期連結累計期間と比べ1,396百万円減の

46,278百万円となりました。利益につきましては、営業利益は前第１四半期連結累計期間と比べ76百万円増の

2,528百万円、経常利益は前第１四半期連結累計期間と比べ773百万円減の4,889百万円、四半期純利益は前第１

四半期連結累計期間と比べ23百万円増の2,813百万円となりました。

　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１四半期累計期間は平成26年１月～３月）

　102.56円／米ドル、3.13円／バーツ、10.42ウォン／円

　また、前第１四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１四半期累計期間は平成25年１月～３月）

　92.55円／米ドル、3.12円／バーツ、11.71ウォン／円

（２）財政状態に関する説明

　①財政状態の変動

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比

べ4,830百万円減少の305,405百万円となりました。

　負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,226百万円減少の

48,328百万円となりました。

　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

4,882百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2,604百万円減少の257,077百万円となりました。

　なお、当第１四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１四半期会計期間末は平成26年３月末）

　102.92円／米ドル、3.16円／バーツ、10.38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25年12月末）

　105.40円／米ドル、3.21円／バーツ、10.01ウォン／円
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　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

8,255百万円増加しました。

　（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7,077百万円減少しました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　主に配当金の支払による支出により、財務活動による資金は536百万円減少しました。

　以上に現金及び現金同等物に係る換算差額△357百万円を加味し、当第１四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283百万円増加の15,768百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、第１四半期までの業績と各社の今後の見通し、特にタイ国のサイアム・ヤマ

ト・スチールカンパニーリミテッドにおける足元の需要を踏まえ、前回予想時点（平成26年４月30日公表）の予

想数値を見直した結果、第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、売上高900億円（前回予想据

え置き）、営業利益45億円（前回予想比10億円増）、経常利益105億円（前回予想比15億円増）、四半期純利益60億

円（前回予想比10億円増）とし、通期の連結業績予想につきましては、売上高1,850億円（前回予想比50億円

増）、営業利益75億円（前回予想比10億円増）、経常利益200億円（前回予想比30億円増）、当期純利益110億円

（前回予想比20億円増）といたします。

　なお、米国の持分法適用関連会社ニューコア・ヤマト・スチールカンパニーにおいて、熱間圧延シートパイル

の品種拡充のための設備更新を６月に終えております。
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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

　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

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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めに

ついて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額

の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の

期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間ごとに設定され

た複数の割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が42百万円増加し、退職給付に係る負債が

14百万円減少し、利益剰余金が36百万円増加し、少数株主持分が２百万円増加しております。

　なお、当第１四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。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 73,058 76,722

受取手形及び売掛金 34,917 32,384

有価証券 0 1,300

商品及び製品 15,949 15,858

仕掛品 457 324

原材料及び貯蔵品 19,413 17,739

その他 3,334 2,513

貸倒引当金 △18 △17

流動資産合計 147,114 146,825

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,151 14,784

機械装置及び運搬具（純額） 32,323 31,334

土地 16,535 16,159

建設仮勘定 565 543

その他（純額） 296 284

有形固定資産合計 64,872 63,105

無形固定資産

のれん 1,978 1,888

その他 352 354

無形固定資産合計 2,330 2,243

投資その他の資産

投資有価証券 47,240 46,431

出資金 35,432 33,749

長期預金 10,540 10,292

退職給付に係る資産 2,089 2,141

その他 844 845

貸倒引当金 △228 △228

投資その他の資産合計 95,919 93,231

固定資産合計 163,122 158,580

資産合計 310,236 305,405
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 19,887 17,440

短期借入金 1,797 1,769

関係会社短期借入金 - 500

未払法人税等 1,583 1,000

賞与引当金 437 293

その他 8,355 9,308

流動負債合計 32,061 30,312

固定負債

長期借入金 3,466 3,412

繰延税金負債 10,755 10,393

役員退職慰労引当金 1,426 1,398

退職給付に係る負債 2,649 2,616

その他 194 195

固定負債合計 18,492 18,015

負債合計 50,554 48,328

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 341 341

利益剰余金 231,428 233,135

自己株式 △588 △613

株主資本合計 239,177 240,859

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,408 3,635

為替換算調整勘定 928 △3,953

退職給付に係る調整累計額 180 171

その他の包括利益累計額合計 4,517 △146

少数株主持分 15,987 16,364

純資産合計 259,682 257,077

負債純資産合計 310,236 305,405
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 47,674 46,278

売上原価 42,026 40,606

売上総利益 5,647 5,671

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,507 1,426

給料及び手当 355 359

賞与引当金繰入額 97 79

退職給付費用 26 19

役員退職慰労引当金繰入額 34 24

その他 1,173 1,233

販売費及び一般管理費合計 3,195 3,142

営業利益 2,452 2,528

営業外収益

受取利息 104 168

受取配当金 117 130

持分法による投資利益 2,882 2,091

その他 601 221

営業外収益合計 3,705 2,612

営業外費用

支払利息 143 104

デリバティブ評価損 339 129

その他 11 17

営業外費用合計 495 251

経常利益 5,663 4,889

特別利益

固定資産売却益 0 -

特別利益合計 0 -

特別損失

固定資産除却損 0 5

その他 - 0

特別損失合計 0 5

税金等調整前四半期純利益 5,663 4,884

法人税、住民税及び事業税 1,637 1,743

法人税等調整額 414 △295

法人税等合計 2,051 1,448

少数株主損益調整前四半期純利益 3,611 3,435

少数株主利益 821 622

四半期純利益 2,790 2,813
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,611 3,435

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 531 227

為替換算調整勘定 10,933 △3,384

退職給付に係る調整額 - △9

持分法適用会社に対する持分相当額 5,089 △1,740

その他の包括利益合計 16,554 △4,906

四半期包括利益 20,166 △1,471

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 17,770 △1,850

少数株主に係る四半期包括利益 2,395 379
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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１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 5,663 4,884

減価償却費 1,688 1,575

受取利息及び受取配当金 △221 △298

支払利息 143 104

持分法による投資損益（△は益） △2,882 △2,091

売上債権の増減額（△は増加） △4,659 2,066

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,770 1,302

仕入債務の増減額（△は減少） △382 △1,972

その他 120 366

小計 △2,302 5,936

利息及び配当金の受取額 4,026 3,475

利息の支払額 △0 △2

法人税等の支払額 △647 △1,154

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,075 8,255

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 △13,114 △9,151

定期預金の払戻による収入 1,389 3,050

有形固定資産の取得による支出 △527 △875

その他 △13 △101

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,265 △7,077

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） 2,403 500

自己株式の取得による支出 - △0

配当金の支払額 △936 △1,028

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △6 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,459 △536

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,912 △357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,817 283

現金及び現金同等物の期首残高 24,911 15,484

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,094 15,768
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６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）

　 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

12,067 13,279 20,988 1,274 47,610 63 47,674 ― 47,674

(2)セグメント間
の内部売上高又
は振替高

101 ― ― ― 101 ― 101 △101 ―

計 12,169 13,279 20,988 1,274 47,711 63 47,775 △101 47,674

セグメント利益
又はセグメント
損失（△）

774 △778 2,637 156 2,790 4 2,795 △342 2,452

（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

△342百万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１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６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）

　 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

12,185 12,193 20,091 1,740 46,211 66 46,278 ― 46,278

(2)セグメント間
の内部売上高又
は振替高

164 ― ― ― 164 ― 164 △164 ―

計 12,350 12,193 20,091 1,740 46,375 66 46,442 △164 46,278

セグメント利益
又はセグメント
損失（△）

1,430 △1,046 2,181 327 2,892 △41 2,851 △322 2,528

（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

△322百万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。
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