
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

詳細は、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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  （百万円未満四捨五入）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  30,405  4.4  293  △94.5  400  △92.9  132  △96.0

22年３月期第１四半期  29,133  △47.7  5,310  609.9  5,676  397.2  3,275  425.8

  
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 

23年３月期第１四半期  3  02  －  －

22年３月期第１四半期  74  52  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  147,064  121,373  82.0  2,771  05

22年３月期  151,125  124,905  82.1  2,822  81

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 120,553百万円 22年３月期 124,076百万円

  
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 

22年３月期  －  －  15 00 － － 25 00  40  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  5 00 － － 15 00  20  00

  （％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）

  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）  57,000  △1.9  600  △93.0  800  △91.4  300  △94.3  6  87

通期  130,000  16.6  3,400  △70.3  4,000  △68.5  2,300  △65.6  52  79

hterada
会社ロゴ（英字）



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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、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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 44,898,730株 22年３月期 44,898,730株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,394,133株 22年３月期 944,069株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 43,776,588株 22年３月期１Ｑ 43,954,721株
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 

  

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる為、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。 

  

③税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。   

なお、これによる営業利益、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ありません。  

  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。  

  なお、これによる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。 

  

③追加情報 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

従来、廃棄物埋立事業の管理型 終処分場の土地については、埋立後の土地について自社の事業用土地とし

て利用することを前提としていたため、取得価額をもって連結貸借対照表に計上しておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より管理型 終処分場の埋立後の土地について、利用目的を変更したことに伴い、廃棄物埋立に

伴う土地の減価相当額を構築物とし、廃棄物の埋立割合に基づいて減価償却しております。 

    

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

１．その他の情報
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２．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,511 15,889

受取手形及び売掛金 27,502 23,938

有価証券 6,355 9,030

商品及び製品 11,835 9,211

原材料及び貯蔵品 8,233 8,169

その他 2,447 2,477

貸倒引当金 △48 △33

流動資産合計 67,835 68,683

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,491 15,574

機械装置及び運搬具（純額） 19,789 20,536

土地 27,364 27,475

その他（純額） 724 663

有形固定資産合計 63,368 64,249

無形固定資産 1,288 1,284

投資その他の資産   

投資有価証券 11,088 13,582

その他 3,596 3,431

貸倒引当金 △111 △104

投資その他の資産合計 14,573 16,909

固定資産合計 79,228 82,442

資産合計 147,064 151,125
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,760 12,268

1年内返済予定の長期借入金 401 444

未払法人税等 79 228

賞与引当金 308 624

役員賞与引当金 2 72

その他 5,264 5,156

流動負債合計 18,815 18,793

固定負債   

長期借入金 1,148 1,262

繰延税金負債 706 1,145

再評価に係る繰延税金負債 3,988 3,988

退職給付引当金 326 323

役員退職慰労引当金 14 13

その他 694 696

固定負債合計 6,875 7,427

負債合計 25,691 26,220

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 76,464 78,685

自己株式 △1,635 △973

株主資本合計 114,838 117,720

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,237 1,854

土地再評価差額金 4,765 4,765

為替換算調整勘定 △286 △264

評価・換算差額等合計 5,715 6,355

少数株主持分 819 829

純資産合計 121,373 124,905

負債純資産合計 147,064 151,125
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（２）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21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

売上高 29,133 30,405

売上原価 21,615 27,898

売上総利益 7,518 2,508

販売費及び一般管理費 2,208 2,215

営業利益 5,310 293

営業外収益   

受取利息 24 14

受取配当金 132 83

持分法による投資利益 272 26

その他 34 45

営業外収益合計 463 168

営業外費用   

支払利息 32 21

コミットメントフィー 45 4

その他 20 35

営業外費用合計 97 60

経常利益 5,676 400

特別利益   

固定資産除売却益 2 4

会員権売却益 － 5

貸倒引当金戻入額 3 0

その他 － 1

特別利益合計 6 11

特別損失   

固定資産除売却損 11 34

特別退職金 － 12

役員退職慰労金 62 －

その他 14 2

特別損失合計 87 48

税金等調整前四半期純利益 5,594 364

法人税等 2,292 201

少数株主損益調整前四半期純利益 － 163

少数株主利益 28 31

四半期純利益 3,275 132
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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21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

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 5,594 364

減価償却費 1,240 1,239

引当金の増減額（△は減少） △883 △359

持分法による投資損益（△は益） △272 △26

投資有価証券売却償還損益（△は益） 5 －

固定資産除売却損益（△は益） 9 30

受取利息及び受取配当金 △156 △97

支払利息 32 21

売上債権の増減額（△は増加） 1,592 △3,564

たな卸資産の増減額（△は増加） 294 △2,688

仕入債務の増減額（△は減少） △802 492

その他 △552 482

小計 6,102 △4,107

利息及び配当金の受取額 252 118

利息の支払額 △28 △23

法人税等の支払額 △6,732 △377

営業活動によるキャッシュ・フロー △406 △4,389

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 △418 △206

定期預金の払戻による収入 725 3,156

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

投資有価証券の取得による支出 △367 △0

投資有価証券の売却及び償還による収入 218 －

貸付けによる支出 － △2

貸付金の回収による収入 110 18

預け金の預入による支出 － △300

有形固定資産の取得による支出 △1,409 △647

有形固定資産の売却による収入 3 29

無形固定資産の取得による支出 △61 △47

その他 1 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,199 7,359

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 1,300 －

長期借入金の返済による支出 △282 △150

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 △3 △2

配当金の支払額 △1,024 △1,094

少数株主への配当金の支払額 △41 △41

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △50 △1,948

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） △1,655 1,022

現金及び現金同等物の期首残高 20,850 14,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,195 15,313
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該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各事業の主な製品、サービス 

(1）鉄鋼事業…………………棒鋼、形鋼等の鉄鋼製品、鉄鋼二次加工製品等 

(2）環境リサイクル事業……産業廃棄物、医療廃棄物処理等 

(3）その他の事業……………土木資材、保険代理店業務等  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  当第１四半期連結累計期間においては、海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しており

ます。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
鉄鋼事業 

（百万円） 

環境リサイク
ル事業 

（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  27,578  1,482  73  29,133  －  29,133

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4  242  －  247  (247)  －

計  27,583  1,724  73  29,379  (247)  29,133

営業利益又は営業損失(△)  5,128  333  △3  5,458  (148)  5,310
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、 高意

思決定機関が、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。 

当社グループは、取り扱う製品・サービスを基に、「鉄鋼事業」、「環境リサイクル事業」及び「その他の事業」

の３つの事業体で組織が構成されており、各事業単位で、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開し

ております。 

したがって、当社グループは、「鉄鋼事業」、「環境リサイクル事業」及び「その他の事業」の３つの事業セグメ

ントを報告セグメントとしております。 

「鉄鋼事業」は、土木・建設用鋼材を中心とした鉄鋼製品の製造・販売並びに運搬事業を行っております。「環境

リサイクル事業」は、医療廃棄物、産業廃棄物の中間及び 終処理、再生砕石事業等を行っております。「その他の

事業」は、土木資材販売業、金融資産管理業及び保険代理店業等を行っております。  

２．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 

当第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） 

（注）「セグメント利益（営業利益）」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。  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

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  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（営業利益）  158  365  △0  523  △231  293

（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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