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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第66期
第２四半期
連結累計期間

第67期
第２四半期
連結累計期間

第66期
第２四半期
連結会計期間

第67期
第２四半期
連結会計期間

第66期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（百万円） 58,095 57,203 28,962 26,798 111,485

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）　
9,297 330 3,621 △70 12,715

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（百万円）
5,288 19 2,012 △113 6,691

純資産額（百万円） － － 123,066 121,044 124,905

総資産額（百万円） － － 152,901 146,289 151,125

１株当たり純資産額（円）        －        － 2,782.282,763.332,822.81

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

120.30 0.43 45.78 △2.61 152.23

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 80.0 82.2 82.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
5,282 △424 － － 9,996

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,593 8,126 － － △14,927

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△604 △2,048 － － △1,626

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 22,934 19,936 14,292

従業員数（人） － － 1,078 1,082 1,061

　（注）１　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第66期前第２四半期連結累計期間、第66期前第２四半期連結会計期間及び第66期における潜在株式調整後１

株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４　第67期当第２四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため、記載しておりません。なお、第67期当第２四半期連結会計期間における潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要

な関係会社に異動はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 1,082(191)

　（注）　従業員数は就業人員であり、当社グループ外への出向者を含まず、臨時雇用者数は、当第２四半期連結会計期間の

平均人員を（　）内に外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 696 (93)

　（注）　従業員数は就業人員であり、社外への出向者を含まず、臨時雇用者数は、当第２四半期会計期間の平均人員を

（　）内に外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

鉄鋼事業（百万円） 20,503 98.0

環境リサイクル事業（百万円） 1,319 104.6

その他の事業（百万円） 66 75.7

合計（百万円） 21,888 98.3

　（注）１　セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　　　２　金額は、製造原価によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　当社グループの販売実績のうち、見込生産形態によるものが大半を占めるため、記載を省略しております。

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　
前年同四半期比（％）

　

鉄鋼事業（百万円） 25,084 92.2

環境リサイクル事業（百万円） 1,635 98.2

その他の事業（百万円） 78 91.0

合計（百万円） 26,798 92.5

　（注）１　セグメント間取引については、相殺消去しております。

        ２  主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は以下の通りであります。

相手先

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

阪和興業株式会社 4,046 14.0 3,498 13.1

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　　　鉄鋼事業における主要な原材料価格及び販売価格の変動については「第２　事業の状況　４　財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析」に記載しております。　　

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 
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３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間については、当社グループ製品の主な需要先である建設分野に依然として業況の回復

が見られず、国内の鋼材需要は引き続き低迷しました。更に、前四半期（４～６月期）前半のスクラップ上昇局面で

の需要前倒しによる製品出荷量増の反動もあり、出荷量は前年同期に比べ減少しました。この結果、売上高は前年同

期対比2,164百万円（7.5％）減収の26,798百万円となりました。

利益面については、主原料の鉄スクラップ価格が海外要因により前年同期に比べ上昇した一方、国内鉄鋼需要の

低迷から製品価格の引き上げが十分に進まず、営業損失は14百万円（前年同期は営業利益3,206百万円）、経常損失

は70百万円（同経常利益3,621百万円）、四半期純損失は113百万円（同四半期純利益2,012百万円）となりました。

　

　　セグメントの業績は以下の通りであります。　

① 鉄鋼事業

　当事業部門につきましては、製品の平均出荷単価は前年同期対比でトン当たり約１千円上昇しましたが、建設用

鋼材の需要減によって製品出荷量が前年同期対比で約４万トン減少したことから減収となりました。一方、主原

料である鉄スクラップの平均消費単価は前年同期対比でトン当たり約３千円上昇し、利益の源泉となる製品価格

と原料価格の売買差は、前年同期対比で縮小しました。

　以上の結果、売上高は前年同期対比2,126百万円（7.8％）減収の25,084百万円、営業損失は267百万円（前年同

期は営業利益2,790百万円）となりました。

② 環境リサイクル事業

　当事業部門につきましては、引き続き産業活動が低調であったことから、産業廃棄物の処理量が減少した結果、

売上高は前年同期対比30百万円（1.8％）減収の1,635百万円、営業利益は同80百万円（16.0％）減益の420百万

円となりました。

③ その他の事業

　当事業部門につきましては、子会社を通じて土木資材の販売及び保険代理店業等を行っており、売上高は前年同

期対比８百万円（9.0％）減収の78百万円、営業利益は前年同期とほぼ同額の21百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4,836百万円減少し、146,289百万円となりまし

た。主な増減は、現金及び預金の減少5,184百万円、売上債権の増加1,059百万円です。負債合計は前連結会計年度末

に比べ975百万円減少し、25,244百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少509百万円、繰延税金

負債の減少550百万円です。純資産は前連結会計年度末に比べ3,860百万円減少し、121,044百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前第２四半期連結会計期間末に比べ2,998百万円減少し、

19,936百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。

・営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結会計期間に比べ1,723百万円減少し、3,965百万円の

収入となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失168百万円、減価償却費1,209百万円、売上債権の増

加額2,505百万円、仕入債務の減少額1,001百万円などです。

・投資活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結会計期間に比べ2,160百万円増加し、767百万円の収

入となりました。主な内訳は、有価証券の売却による収入2,175百万円、有形固定資産の取得による支出765百万

円などです。

・財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結会計期間に比べ454百万円増加し、100百万円の支出

となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出93百万円、配当金の支払額６百万円などです。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間における研究開発費の総額は15百万円であります。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て完了したものは、以下の通りです。

・当社山口事業所のヤードクレーン更新…平成22年８月に完了しました。これは設備の老朽化に伴い更新を図っ

たものであり、生産能力に影響はありません。

・当社名古屋事業所の圧延設備更新…平成22年９月に完了しました。これは製品の品質および生産性の向上を目

的として行ったものです。

　また、当第２四半期連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 150,300,000

計 150,300,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 44,898,730 44,898,730

東京証券取引所

大阪証券取引所

（各市場第一部）

単元株式数100株

計 44,898,730 44,898,730 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成22年７月１日～

平成22年９月30日
－ 44,898,730 － 18,516 － 19,362
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（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

住友金属工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５－33 11,592,932 25.82

高島　秀一郎 大阪府豊中市 4,875,460 10.86

エア・ウォーター株式会社 北海道札幌市中央区北三条西１丁目２番地 3,292,400 7.33

高島　成光 兵庫県神戸市東灘区 2,233,000 4.97

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２－１ 1,470,000 3.27

共英製鋼株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４－16 1,394,196 3.11

合同製鐵株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目２番８号 1,347,000 3.00

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 1,298,600 2.89

資産管理サービス信託銀行株式

会社（年金信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 932,100 2.08

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 829,700 1.85

計 － 29,265,388 65.18

　（注）上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次の通りであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  1,298,600 株

資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口） 932,100 株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 829,700 株
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（７）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】　

 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式    1,394,100　

　　

－ －

完全議決権株式（その他）  普通株式  43,502,500　 435,025 －

単元未満株式
 普通株式       2,130　

　　
－ －

発行済株式総数 44,898,730 － －

総株主の議決権 － 435,025 －

　（注）「単元未満株式」には、当社所有の自己株式96株が含まれております。　

 

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

共英製鋼株式会社

大阪市北区堂島浜一丁目

４－16
1,394,100 － 1,394,100 3.10

計 － 1,394,100 － 1,394,100 3.10

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 2,082 1,733 1,469 1,564 1,481 1,253

最低（円） 1,703 1,269 1,243 1,387 1,130 1,105

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間（平成22

年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人と

なっております。 　
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１【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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 10,706 15,889

受取手形及び売掛金 24,997 23,938

有価証券 10,000 9,030

商品及び製品 11,076 9,211

原材料及び貯蔵品 8,364 8,169

その他 2,145 2,477

貸倒引当金 △45 △33

流動資産合計 67,243 68,683

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,236 15,574

機械装置及び運搬具（純額） 20,146 20,536

土地 27,371 27,475

その他（純額） 812 663

有形固定資産合計 ※1, ※3
 63,564

※1, ※3
 64,249

無形固定資産 1,294 1,284

投資その他の資産

投資有価証券 10,693 13,582

その他 3,596 3,431

貸倒引当金 △102 △104

投資その他の資産合計 14,188 16,909

固定資産合計 79,046 82,442

資産合計 146,289 151,125
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 11,759 12,268

1年内返済予定の長期借入金 400 444

未払法人税等 151 228

賞与引当金 648 624

役員賞与引当金 6 72

その他 5,635 5,156

流動負債合計 18,599 18,793

固定負債

長期借入金 1,048 1,262

繰延税金負債 595 1,145

再評価に係る繰延税金負債 3,987 3,988

退職給付引当金 323 323

役員退職慰労引当金 14 13

その他 678 696

固定負債合計 6,646 7,427

負債合計 25,244 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 76,352 78,685

自己株式 △1,635 △973

株主資本合計 114,726 117,720

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,030 1,854

土地再評価差額金 4,763 4,765

為替換算調整勘定 △302 △264

評価・換算差額等合計 5,491 6,355

少数株主持分 827 829

純資産合計 121,044 124,905

負債純資産合計 146,289 151,125
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（２）【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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第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)

売上高 58,095 57,203

売上原価 45,236 52,712

売上総利益 12,858 4,491

販売費及び一般管理費 ※1
 4,343

※1
 4,212

営業利益 8,516 279

営業外収益

受取利息 44 25

受取配当金 139 89

持分法による投資利益 650 －

その他 88 176

営業外収益合計 921 290

営業外費用

支払利息 56 42

コミットメントフィー 49 8

持分法による投資損失 － 124

その他 35 65

営業外費用合計 140 239

経常利益 9,297 330

特別利益

固定資産除売却益 3 8

貸倒引当金戻入額 8 0

保険差益 － 47

その他 － 7

特別利益合計 11 62

特別損失

固定資産除売却損 232 165

経営統合関連損失 212 －

その他 116 32

特別損失合計 561 197

税金等調整前四半期純利益 8,747 195

法人税等 ※2
 3,413

※2
 138

少数株主損益調整前四半期純利益 － 57

少数株主利益 46 38

四半期純利益 5,288 19
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 28,962 26,798

売上原価 23,621 24,815

売上総利益 5,341 1,983

販売費及び一般管理費 ※1
 2,135

※1
 1,996

営業利益又は営業損失（△） 3,206 △14

営業外収益

受取利息 20 11

受取配当金 6 6

持分法による投資利益 378 △26

保険解約返戻金 － 32

その他 54 100

営業外収益合計 458 122

営業外費用

支払利息 24 21

売上割引 10 12

持分法による投資損失 － 124

その他 9 22

営業外費用合計 43 179

経常利益又は経常損失（△） 3,621 △70

特別利益

固定資産除売却益 1 3

貸倒引当金戻入額 4 0

保険差益 － 47

特別利益合計 5 50

特別損失

固定資産除売却損 221 131

経営統合関連損失 212 －

その他 40 18

特別損失合計 474 149

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

3,152 △169

法人税等 ※2
 1,122

※2
 △63

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △106

少数株主利益 18 8

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,012 △113
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第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)

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 8,747 195

減価償却費 2,489 2,448

引当金の増減額（△は減少） △465 △30

持分法による投資損益（△は益） △650 124

投資有価証券売却償還損益（△は益） 44 15

固定資産除売却損益（△は益） 230 158

受取利息及び受取配当金 △183 △114

支払利息 56 42

売上債権の増減額（△は増加） 2,837 △1,059

たな卸資産の増減額（△は増加） △475 △2,060

仕入債務の増減額（△は減少） 243 △509

その他 △1,035 497

小計 11,839 △293

利息及び配当金の受取額 282 136

利息の支払額 △52 △42

法人税等の支払額 △6,787 △224

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,282 △424

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 △617 △452

定期預金の払戻による収入 1,014 3,180

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 － 8,206

投資有価証券の取得による支出 △452 △65

投資有価証券の売却及び償還による収入 404 64

預け金の預入による支出 － △900

預け金の払戻による収入 － 500

貸付けによる支出 △35 △8

貸付金の回収による収入 15 34

有形固定資産の取得による支出 △2,701 △1,412

有形固定資産の売却による収入 6 78

無形固定資産の取得による支出 △90 △99

その他 △136 △325

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,593 8,126

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） △300 －

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 △461 △243

割賦債務の返済による支出 △4 △3

配当金の支払額 △1,099 △1,100

少数株主への配当金の支払額 △41 △41

自己株式の取得による支出 － △662

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △604 △2,048

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,085 5,645

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 ※
 22,934

※
 19,936
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【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】

 
当第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）

１．持分法の適用に関する事項の変更 持分法適用関連会社

　①　持分法適用関連会社の変更　　

第１四半期連結会計期間より千代田鋼鉄工業㈱は、関連会社の範囲を再

検討した結果、当該企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に重要な影

響を与える状況にないと判断したことから持分法の適用範囲から除外し

ております。

　②　変更後の持分法適用関連会社の数

　　２社

２．会計処理基準に関する事項の変更 （１）資産除去債務に関する会計基準の適用

　　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

　　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。

【表示方法の変更】

当第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）

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、四半期連結損益計算書に「少数株主損益調整前四半期純利益」の区分を設けて表示

しております。　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しており

ました「自己株式の取得による支出」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することと

しました。なお、前第２四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「自

己株式の取得による支出」は△０百万円であります。

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結会計期間では、四半期連結損益計算書に「少数株主損益調整前四半期純損失」の区分を設けて表示し

ております。　
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【簡便な会計処理】

 
当第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）

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ため、

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。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第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）

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四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。

【追加情報】

当第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）

（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最終処分場の土地については、埋立後、自社の事業用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、第１四半期連結会計期間より管理型最終処分場の

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。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、83,862百万円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、82,560百万円であ

ります。

  ２　偶発債務
　　　受取手形割引高

   
300百万円　

  ２　偶発債務
　　　受取手形割引高

   
330百万円　

※３　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれており

ます。

※３　　　　　　　　　　同左

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第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）

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は以下の通りであ

ります。

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は以下の通りであ

ります。

発送運賃 2,216百万円
貸倒引当金繰入額 2百万円
役員報酬 258百万円
給与手当 493百万円
賞与引当金繰入額 198百万円
役員賞与引当金繰入額 41百万円
退職給付費用 46百万円
役員退職慰労引当金繰入額 11百万円
減価償却費 102百万円

発送運賃 2,075百万円
貸倒引当金繰入額 14百万円
役員報酬 297百万円
給与手当 505百万円
賞与引当金繰入額 145百万円
役員賞与引当金繰入額 7百万円
退職給付費用 54百万円
役員退職慰労引当金繰入額 1百万円
減価償却費 106百万円

※２　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。

※２　　　　　　　　　 同左

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は以下の通りであ

ります。

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は以下の通りであ

ります。

発送運賃 1,116百万円
貸倒引当金繰入額 △0百万円
役員報酬 146百万円
給与手当 240百万円
賞与引当金繰入額 142百万円
役員賞与引当金繰入額 9百万円
退職給付費用 31百万円
役員退職慰労引当金繰入額 1百万円
減価償却費 51百万円

発送運賃 965百万円
貸倒引当金繰入額 △8百万円
役員報酬 146百万円
給与手当 254百万円
賞与引当金繰入額 77百万円
役員賞与引当金繰入額 4百万円
退職給付費用 23百万円
役員退職慰労引当金繰入額 1百万円
減価償却費 56百万円

※２　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。

※２　　　　　　　　　 同左
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第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）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係　

　（平成21年９月30日現在）

現金及び預金 14,436百万円
預入期間３ヶ月超の定期預金 △609百万円
償還期間３ヶ月内の債権信託受益権 407百万円
償還期間３ヶ月内の金銭信託 500百万円
預入期間３ヶ月内の譲渡性預金 8,000百万円
短期貸付金 200百万円　

現金及び現金同等物 22,934百万円

　（平成22年９月30日現在）

現金及び預金 10,706百万円
預入期間３ヶ月超の定期預金 △769百万円
償還期間３ヶ月内の金銭信託 500百万円
預入期間３ヶ月内の譲渡性預金 9,500百万円

現金及び現金同等物 19,936百万円

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　44,899千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　1,394千株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年４月30日

取締役会
普通株式 1,099 25平成22年３月31日平成22年６月11日利益剰余金

 

(2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月29日

取締役会
普通株式 218 5 平成22年９月30日平成22年12月10日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
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
27,211 1,665 86 28,962 － 28,962

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高
9 301 － 309 (309) －

計 27,220 1,966 86 29,271 (309) 28,962

営業利益 2,790 500 21 3,311 (105) 3,206

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
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
54,789 3,147 159 58,095 － 58,095

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高
13 543 － 556 (556) －

計 54,802 3,690 159 58,651 (556) 58,095

営業利益 7,919 832 17 8,768 (252) 8,516

（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２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21年９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２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

  　　　　  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。
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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、最高意思決定機関が、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最終処理、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）

　 （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 53,934 3,114 156 57,203 － 57,203

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高
20 821 － 841 △841 －

計 53,954 3,934 156 58,044 △841 57,203

セグメント利益又は損失

（△）（営業利益）
△109 785 20 697 △418 279

（注）「セグメント利益又は損失（△）(営業利益）」の調整額△418百万円には、セグメント間取引消去７百万円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△425百万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。　

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）

　 （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 25,084 1,635 78 26,798 － 26,798

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高
10 383 － 393 △393 －

計 25,094 2,018 78 27,190 △393 26,798

セグメント利益又は損失

（△）（営業利益）
△267 420 21 173 △187 △14

（注）「セグメント利益又は損失（△）(営業利益）」の調整額△187百万円には、セグメント間取引消去４百万円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△191百万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）

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。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 2,763.33円 １株当たり純資産額 2,822.81円

　（注）算定上の基礎

１株当たり純資産額

 
当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 121,044 124,905

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） △827 △829

（うち少数株主持分） (△827) (△829)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（百万円）
120,217 124,076

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（千株）
43,505 43,955

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額 120.30円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 0.43円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）算定上の基礎

１株当たり四半期純利益金額

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第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）

四半期純利益（百万円） 5,288 19

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 5,288 19

期中平均株式数（千株） 43,955 43,640

　

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 45.78円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 △2.61円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）算定上の基礎

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 2,012 △113

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
2,012 △113

期中平均株式数（千株） 43,955 43,505
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。　　

２【その他】

（剰余金の配当）  

  平成22年10月29日開催の当社取締役会において、平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に

対し、剰余金の配当を次の通り行うことを決議いたしました。

①　配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　          利益剰余金

②　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　         218百万円 

③　１株当たりの配当額　　　　　　　　　　　　           5円00銭

④　剰余金の配当の効力発生日及び支払開始日　    平成22年12月10日　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月12日

共英製鋼株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 西尾　方宏　　㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 土居　正明　　㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 羽津　隆弘　　㊞

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている共英製鋼株式会社

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、共英製鋼株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年10月16日開催の取締役会にて決議の上、東京鐵鋼株式会社との

共同持株会社を設立して経営統合することに関する確定契約を解約した。

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期　　　

報告書提出会社）が別途保管しております。

        ２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月12日

共英製鋼株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 土居　正明　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員　
 公認会計士 西尾　方宏　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員　
 公認会計士 羽津　隆弘　　㊞

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている共英製鋼株式会社

の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、共英製鋼株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期　　　

報告書提出会社）が別途保管しております。

        ２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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