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1. 2019年3月期の連結業績（2018年4月1日～2019年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年3月期 148,355 14.3 4,342 145.8 5,135 139.1 3,777 △23.5

2018年3月期 129,779 30.5 1,766 △24.4 2,147 △22.2 4,935 149.3

（注）包括利益 2019年3月期　　2,611百万円 （△39.7％） 2018年3月期　　4,327百万円 （2.1％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年3月期 258.18 ― 4.2 2.6 2.9

2018年3月期 337.31 ― 5.7 1.3 1.4

（参考） 持分法投資損益 2019年3月期 132百万円 2018年3月期 55百万円

(2) 連結財政状態

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

2019年3月期 215,170 90,937 41.6 6,119.24

2018年3月期 175,757 88,974 50.3 6,039.63

（参考） 自己資本 2019年3月期 89,522百万円 2018年3月期 88,364百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2019年3月期 6,136 △10,111 10,184 9,221

2018年3月期 △2,459 △1,628 3,077 3,012

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2018年3月期 ― 15.00 ― 65.00 80.00 1,170 23.7 1.4

2019年3月期 ― 30.00 ― 40.00 70.00 1,024 27.1 1.2

2020年3月期(予想) ― 55.00 ― 60.00 115.00 30.6

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 95,000 29.0 2,500 27.8 3,000 29.0 2,500 33.9 170.88

通期 190,000 28.1 6,000 38.2 7,000 36.3 5,500 45.6 375.95



※ 注記事項

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2019年3月期 17,145,211 株 2018年3月期 17,145,211 株

② 期末自己株式数 2019年3月期 2,515,472 株 2018年3月期 2,514,473 株

③ 期中平均株式数 2019年3月期 14,630,249 株 2018年3月期 14,631,458 株

（参考）個別業績の概要

2019年3月期の個別業績（2018年4月1日～2019年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年3月期 92,857 16.8 2,739 199.3 3,467 147.1 3,966 5.1

2018年3月期 79,477 33.8 915 △11.6 1,403 △4.5 3,773 206.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2019年3月期 271.14 ―

2018年3月期 257.92 ―

(2) 個別財政状態

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

2019年3月期 148,587 71,342 48.0 4,876.53

2018年3月期 136,949 69,352 50.6 4,740.22

（参考） 自己資本 2019年3月期 71,342百万円 2018年3月期 69,352百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来予測情報の適切な利用に関する説明)

　本資料に記載されている将来に関する記述には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

　実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

(日付表示方法の変更)

　「2019年3月期 決算短信」より、日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度のわが国経済は、雇用環境の改善や個人消費の持ち直しの動きが持続するなか、企業活動も総じ

て堅調に推移するなど、緩やかな回復基調が継続しました。

普通鋼電炉業界におきましては、東京オリンピック・パラリンピック関連需要が本格化してきたことや、老朽化

した社会資本への対応、自然災害対策の需要などもあり、国内の建設需要は概ね堅調に推移しました。一方、中国

における電気炉による生産の増加などを背景に、電極・耐火物などの諸資材が急騰していることに加え、主原料で

ある鉄スクラップ価格や副原料なども高騰したことからコスト面において厳しい状況が続きました。

こうしたなか、当社グループにおきましては、全国に複数の製造拠点をもつ事業所体制の下で、販売、購買環境

や生産条件などの変化を迅速に捉えながら、需要見合いの生産に徹することで再生産可能な販売価格の実現に努め

てまいりました。

その結果、当連結会計年度の業績につきましては、当社の鋼材販売数量が前期比３万６千トン増の110万４千トン

となったことに加え、鋼材販売単価が前期比トン当たり９千９百円上昇したこと等により、連結売上高は、前期比

185億75百万円増収の1,483億55百万円となり、連結営業利益は、前期比25億76百万円増益の43億42百万円、連結経

常利益は、前期比29億87百万円増益の51億35百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前

期比11億57百万円減益の37億77百万円となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における総資産は、朝日工業㈱の子会社化等による資産の増加(319億93百万円)、当該子会社化

に伴うのれんの計上(46億28百万円)等により、前期末（1,757億25百万円）から394億45百万円増加し、2,151億70百

万円となりました。

負債につきましても同様に、朝日工業㈱の子会社化影響による負債の増加(247億18百万円)等により、前期末

（867億50百万円）から374億82百万円増加し、1,242億33百万円となりました。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益の計上（37億77百万円）や配当金の支払（13億89百万

円）等により前期末（889億74百万円）から19億63百万円増加し、909億37百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の50.3％から41.6％になりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(30億12百万円)より62億９百万円増加し、

92億21百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益37億88百万円及び減価償却費38億41百万円等に

より、61億36百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、朝日工業㈱の発行済み株式の取

得による支出68億47百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出31億77百万円等により、101億11百万円の支出

となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは朝日工業㈱の株式取得等に伴う資金需要等に対応するための

短期借入金の増加126億20百万円等により、101億84百万円の収入となりました。
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（４）今後の見通し

今後のわが国経済は、個人消費の回復や、国内設備投資の増加などによる緩やかなプラス成長が継続するとの見

通しにあるものの、米中の貿易摩擦や米国の保護主義的な政策の実施などにより、世界的には不透明な要素が顕在

化してきております。

こうしたなか、普通鋼電炉業界におきましては、首都圏を中心とした大型再開発や、高速道路などの交通インフ

ラ整備、国土強靭化に向けた自然災害への対応など、建設分野での国内需要は今後も底堅く推移すると見込まれま

す。

一方、鉄スクラップ価格の先行きが不透明であることに加え、エネルギー価格や副原料をはじめとする各種資材

価格の高騰も続くと見込まれることから、経営環境は厳しい状況が続くと言わざるを得ません。

このような経営環境の下、当社グループにおきましては、2019年３月に当社グループ入りした朝日工業㈱も含め

た複数の事業所体制を活かして様々な事業シナジーを発揮し、企業価値の向上に向けた取り組みを進めているとこ

ろでございます。

さらに、利益成長を目指すための必須条件である人材育成につきましても引き続き、グループ全体で取り組むと

ともに、企業存続を脅かすコンプライアンス問題への対応力も一層強化してまいります。

以上を踏まえ、2019年度の業績見通しにつきましては、売上高1,900億円、経常利益70億円、親会社株主に帰属す

る当期純利益55億円を見込んでおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応し

ていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,012 9,221

受取手形及び売掛金 49,698 56,653

たな卸資産 23,795 33,726

その他 486 858

流動資産合計 76,994 100,459

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,866 13,897

機械装置及び運搬具（純額） 14,685 18,593

土地 50,243 53,276

リース資産（純額） 50 216

建設仮勘定 266 558

その他（純額） 319 1,229

有形固定資産合計 76,432 87,772

無形固定資産

のれん － 4,628

その他 608 784

無形固定資産合計 608 5,413

投資その他の資産

投資有価証券 17,634 16,406

長期貸付金 66 61

繰延税金資産 950 2,044

退職給付に係る資産 2,562 2,591

その他 542 487

貸倒引当金 △65 △66

投資その他の資産合計 21,690 21,525

固定資産合計 98,730 114,711

資産合計 175,725 215,170
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 26,848 35,228

短期借入金 25,207 45,726

1年内償還予定の社債 － 90

リース債務 22 71

未払法人税等 373 952

賞与引当金 1,215 1,750

環境対策引当金 83 83

その他 6,347 9,826

流動負債合計 60,097 93,728

固定負債

社債 － 570

長期借入金 14,535 15,840

リース債務 30 159

繰延税金負債 56 402

再評価に係る繰延税金負債 6,811 6,811

役員退職慰労引当金 112 125

環境対策引当金 270 187

退職給付に係る負債 4,353 5,717

その他 482 689

固定負債合計 26,652 30,504

負債合計 86,750 124,233

純資産の部

株主資本

資本金 34,896 34,896

資本剰余金 13,005 13,009

利益剰余金 39,146 41,533

自己株式 △4,709 △4,711

株主資本合計 82,338 84,728

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,617 376

繰延ヘッジ損益 △2 △0

土地再評価差額金 4,507 4,507

為替換算調整勘定 － △3

退職給付に係る調整累計額 △95 △85

その他の包括利益累計額合計 6,025 4,794

非支配株主持分 610 1,414

純資産合計 88,974 90,937

負債純資産合計 175,725 215,170
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 129,779 148,355

売上原価 116,175 131,415

売上総利益 13,604 16,939

販売費及び一般管理費 11,838 12,596

営業利益 1,766 4,342

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 311 327

受取賃貸料 299 710

持分法による投資利益 55 132

その他 50 78

営業外収益合計 717 1,250

営業外費用

支払利息 227 214

固定資産賃貸費用 44 145

その他 63 97

営業外費用合計 335 457

経常利益 2,147 5,135

特別利益

固定資産売却益 261 －

投資有価証券売却益 853 7

受取保険金 － 211

特別利益合計 1,114 219

特別損失

固定資産売却損 19 17

固定資産除却損 210 208

投資有価証券評価損 － 880

減損損失 33 －

環境対策費 － 238

設備休止関連損失 72 －

災害による損失 － 220

その他 11 －

特別損失合計 347 1,565

税金等調整前当期純利益 2,914 3,788

法人税、住民税及び事業税 303 856

法人税等調整額 △2,353 △912

法人税等合計 △2,050 △56

当期純利益 4,965 3,844

非支配株主に帰属する当期純利益 30 67

親会社株主に帰属する当期純利益 4,935 3,777
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当期純利益 4,965 3,844

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △853 △1,244

繰延ヘッジ損益 △3 4

為替換算調整勘定 － △3

退職給付に係る調整額 218 10

その他の包括利益合計 △638 △1,233

包括利益 4,327 2,611

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,296 2,546

非支配株主に係る包括利益 30 65
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 34,896 13,005 35,409 △4,707 78,604

当期変動額

剰余金の配当 △512 △512

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,935 4,935

自己株式の取得 △2 △2

連結子会社株式の追

加取得による持分の

増減

－

土地再評価差額金の

取崩
△686 △686

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 3,736 △2 3,734

当期末残高 34,896 13,005 39,146 △4,709 82,338

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 2,473 △0 3,820 － △314 5,978 591 85,173

当期変動額

剰余金の配当 △512

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,935

自己株式の取得 △2

連結子会社株式の追

加取得による持分の

増減

－

土地再評価差額金の

取崩
△686

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△855 △2 686 － 218 47 18 66

当期変動額合計 △855 △2 686 － 218 47 18 3,800

当期末残高 1,617 △2 4,507 － △95 6,025 610 88,974
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当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 34,896 13,005 39,146 △4,709 82,338

当期変動額

剰余金の配当 △1,389 △1,389

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,777 3,777

自己株式の取得 △2 △2

連結子会社株式の追

加取得による持分の

増減

4 4

土地再評価差額金の

取崩
0 0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － 4 2,387 △2 2,389

当期末残高 34,896 13,009 41,533 △4,711 84,728

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,617 △2 4,507 － △95 6,025 610 88,974

当期変動額

剰余金の配当 △1,389

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,777

自己株式の取得 △2

連結子会社株式の追

加取得による持分の

増減

4

土地再評価差額金の

取崩
0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1,240 2 △0 △3 10 △1,231 804 △426

当期変動額合計 △1,240 2 △0 △3 10 △1,231 804 1,963

当期末残高 376 △0 4,507 △3 △85 4,794 1,414 90,937
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,914 3,788

減価償却費 3,846 3,841

減損損失 33 －

災害による損失 － 220

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △2

受取利息及び受取配当金 △312 △328

支払利息 227 214

受取保険金 － △211

投資有価証券売却損益（△は益） △853 △7

持分法による投資損益（△は益） △55 △132

固定資産除却損 210 208

売上債権の増減額（△は増加） △17,027 △566

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,364 △2,362

仕入債務の増減額（△は減少） 10,527 △1,274

その他 1,374 2,877

小計 △2,481 6,265

利息及び配当金の受取額 334 332

利息の支払額 △228 △220

法人税等の支払額 △84 △314

保険金の受取額 － 73

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,459 6,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,971 △3,177

有形及び無形固定資産の売却による収入 943 83

投資有価証券の取得による支出 △5 △6

投資有価証券の売却による収入 1,495 130

子会社株式の取得による支出 － △189

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △6,847

その他 △90 △103

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,628 △10,111

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） 4,800 12,620

長期借入れによる収入 3,250 5,600

長期借入金の返済による支出 △4,421 △6,604

自己株式の取得による支出 △2 △2

配当金の支払額 △512 △1,389

非支配株主への配当金の支払額 △11 △15

その他 △24 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,077 10,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,010 6,209

現金及び現金同等物の期首残高 4,023 3,012

現金及び現金同等物の期末残高 3,012 9,221
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（５）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。

(セグメント情報等)

(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。

当社及び主な子会社は線材・形鋼・棒鋼等の鉄鋼製品、鉄鋼二次加工製品を生産販売しており、また、一部の子

会社は肥料、種苗、乾牧草等に係る事業を行っております。そのため当社は、「鉄鋼事業」及び「農業資材事業」

の２つを報告セグメントとしております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

従来、報告セグメントは「鉄鋼事業」及び「その他の事業」としておりましたが、「その他の事業」を営んで

いたジーエス興産株式会社が2018年４月１日付で当社による吸収合併により消滅したことに伴い、当連結会計年

度の期首より「鉄鋼事業」のみの単一セグメントとなっております。また、2019年３月25日付で朝日工業株式会

社を公開買付けにより子会社化したことにより、当連結会計年度末より新たに「農業資材事業」を報告セグメン

トに加えております。これに伴い、当連結会計年度の比較情報として開示した前連結会計年度のセグメント情報

については、変更後の区分方法により記載しております。なお、朝日工業株式会社は貸借対照表のみを連結して

いるため、セグメント資産及び持分法適用会社への投資額のみを記載しております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と

概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益であります。

セグメント間の売上高は第三者間取引価格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他 調整額

連結財務諸表
計上額鉄鋼事業 農業資材事業 計

売上高

外部顧客への売上高 129,306 － 129,306 － 473 129,779

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 129,306 － 129,306 － 473 129,779

セグメント利益 1,468 － 1,468 － 298 1,766

セグメント資産 168,723 － 168,723 － 7,001 175,725

その他の項目

減価償却費 3,805 － 3,805 － 40 3,846

持分法適用会社への投資額 5,638 － 5,638 － － 5,638

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

3,436 － 3,436 － 22 3,458

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他 調整額

連結財務諸表
計上額鉄鋼事業 農業資材事業 計

売上高

外部顧客への売上高 148,355 － 148,355 － － 148,355

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 148,355 － 148,355 － － 148,355

セグメント利益 4,342 － 4,342 － － 4,342

セグメント資産 199,406 12,844 212,250 3,056 △136 215,170

その他の項目

減価償却費 3,841 － 3,841 － － 3,841

持分法適用会社への投資額 5,769 533 6,303 － － 6,303

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

3,161 － 3,161 － － 3,161
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 6,039円63銭 6,119円24銭

１株当たり当期純利益金額 337円31銭 258円18銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益 4,935百万円 3,777百万円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

4,935百万円 3,777百万円

普通株式の期中平均株式数 14,631,458株 14,630,249株

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

純資産の部の合計額 88,974百万円 90,937百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 610百万円 1,414百万円

(うち非支配株主持分) (610百万円) (1,414百万円)

普通株式に係る期末の純資産額 88,364百万円 89,522百万円

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数

14,630,738株 14,629,739株
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４．その他

（１）生産実績(単独・連結)

品目 2017年度 2018年度 増減

粗鋼 （単独） 1,232 千t 1,215 千t △17 千t

（連結） 1,777 千t 1,735 千t △42 千t

鋼材 （単独） 1,042 千t 1,085 千t +43 千t

（連結） 1,449 千t 1,489 千t +40 千t

　

（２）販売実績(単独)

品目 項目 2017年度 2018年度 増減

数量 1,068 千t 1,104 千t +36 千t

鋼材 (単価) ( 66.5 千円 ) ( 76.4 千円 ) ( +9.9 千円 )

金額 71,053 百万円 84,418 百万円 +13,365 百万円

その他 金額 8,424 百万円 8,439 百万円 +14 百万円

合計 金額 79,477 百万円 92,857 百万円 +13,379 百万円

(内、輸出) ( 7,949 百万円 ) ( 7,254 百万円 ) ( △695 百万円 )

　

　 (参考：連結)

品目 項目 2017年度 2018年度 増減

鋼材 数量 1,471 千t 1,513 千t +42 千t
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