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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】

連結経営指標等

　

回次
第90期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第89期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 53,874 166,513

経常利益 (百万円) 14,685 56,899

四半期(当期)純利益 (百万円) 9,356 32,909

純資産額 (百万円) 180,453 192,666

総資産額 (百万円) 239,993 251,510

１株当たり純資産額 (円) 2,480.58 2,642.96

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 133.90 470.04

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 72.2 73.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,548 37,446

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,395 △11,463

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,574 △11,175

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 78,131 81,781

従業員数 (人) 1,801 1,650

(注)  １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ２  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四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20年６月30日現在

従業員数(人) 1,801

(注) 　１　従業員は、就業人員であります。

　２　臨時従業員は従業員の10％未満であるため、記載しておりません。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 34

(注) 　１　従業員は、就業人員であります。

　２　臨時従業員は従業員の10％未満であるため、記載しておりません。
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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１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

鉄鋼事業 50,282

軌道用品事業 1,057

重工加工品事業 2,371

その他の事業 322

合計 54,033

(注) １　金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注状況

当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

鉄鋼事業 54,165 26,904

軌道用品事業 1,513 1,826

重工加工品事業 2,126 2,992

その他の事業 320 102

合計 58,126 31,824

(注)　 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

鉄鋼事業 50,209

軌道用品事業 962

重工加工品事業 2,338

その他の事業 363

合計 53,874

(注) １　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が100分の10以上
の相手先がないため、記載を省略しております。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成20年５月20日開催の取締役会において、バーレーン国所在のGulf Industrial Investment Co.（以下、

GIIC）との間で合弁会社をバーレーン国に設立する旨の株主間契約書を締結することを決議しました。

　

(1)　株主間契約書締結の目的

鉄鋼事業において、かねてからグローバルに事業展開を進めてきましたが、次なる進出先である中東地域

において直接還元鉄から形鋼圧延までの一貫生産工場を建設し、鉄鋼製品（形鋼）の製造・販売を展開す

ることを目的としております。

(2)　株主間契約書締結日　　　平成20年５月20日

(3)　新会社の概要

①　商号　　　　　　　United Steel Company

②　所在地 　 　　　　バーレーン国　アルヒッド産業地区

③　主な事業の内容 　 鉄鋼製品(形鋼)の製造・販売

　　　　　　　　　　　　(生産能力　年産120万トン）

④　資本金　　　　　　未定

⑤　出資比率　　　　　当社　49％

　　　　　　　　　　　GIIC　51％

なお、契約書締結先はGIICの100％親会社であるFoulath社が設立され次第、

Foulath社に変更されます。GIICとFoulath社の株主構成は同一であります。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間における当社グループの経営環境は、主原料であるスクラップ価格が国内

外ともに著しく上昇し、合金鉄等の副資材価格も相次いで上昇しました。そのような状況のもと、当社グ

ループは原材料高に見合う販売価格の実現に努めてまいりました。

日本においては、関西、九州地区における電気機器メーカー等の工場新設等の影響を受け、需要は堅調

ながら、販売価格引上げがスクラップ価格上昇に追いつかない状況で推移しました。一方、連結子会社を

有する韓国及びタイ国では、需要が好調ななか、概ね順調に収益を計上しました。

また、持分法適用関連会社を有する米国では、当第1四半期連結会計期間においてはサブプライムロー

ン問題による大きな影響もなく、業績は好調に推移しました。

以上の結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は53,874百万円、営業利益は3,809百万円、経常利益は

14,685百万円、四半期純利益は9,356百万円となりました。

　

EDINET提出書類

大和工業株式会社(E01259)

四半期報告書

 5/26



①　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

鉄鋼事業

主原料としているスクラップ価格が国内外ともに著しく上昇し、合金鉄等の副資材価格も上昇して

いるものの、各連結子会社において販売トン数の増加及び販売単価の上昇等により業績は好調に推移

しました。

また、前第１四半期連結会計期間は持分法適用関連会社であったタイ国のサイアム・ヤマト・ス

チールカンパニーリミテッドが、当第１四半期連結会計期間では連結子会社として売上高及び営業利

益を計上致しました。

以上の結果、当事業の売上高は50,209百万円、営業利益は4,225百万円となりました。

　
軌道用品事業

顧客別ではＪＲ向け、また品目別には分岐器が増加したことにより、当事業の売上高は962百万円と

なりましたが、利益につきましては、鋼材の値上がり等の要因により8百万円の営業損失となりました。

 

　
重工加工品事業

当事業の売上高は2,338百万円となったものの、販売価格改定が原材料価格上昇に追いつかず、ま

た当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用した影響により、79

百万円の営業損失となりました。 
　

その他の事業

ＦＲＰ成形では住宅着工件数減少の影響により、厳しい状況になっております。医療廃棄物処理シ

ステム（メスキュード）は高温の電気炉での熔融処理を行うため、安全、安心かつ環境保全に対応し

たシステムですが、厳しい価格競争により、売上は減少しております。また不動産事業では前連結会

計年度に不動産の大部分を売却したことにより、売上は大幅に減少しております。

以上の結果、当事業の売上高は363百万円、営業利益は20百万円となりました。

　

②　所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

日本

国内は、主力の鉄鋼事業の他、軌道用品事業及び重工加工品事業においても販売は好調でしたが、

スクラップ価格の高騰等により費用が増加し、売上高は19,328百万円、営業利益は279百万円となり

ました。

　

韓国

韓国のワイケー・スチールコーポレーションは、ウォン安の影響があったものの、建設需要の回復

により販売トン数が増加し、スクラップ価格の上昇も販売価格の上昇により吸収できたことから、売

上高は18,878百万円、営業利益は1,769百万円となりました。

　

タイ国

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は、前第１四半期連結会計期間は持

分法適用関連会社でありましたが、当第１四半期連結会計期間では連結子会社として、売上高15,667

百万円、営業利益2,109百万円を計上致しました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、為替変動の影響で在外子会社の資産が減少したこと

等により、239,993百万円となりました。 

　負債については、支払手形及び買掛金、未払法人税等の増加等により、59,540百万円となりました。

　また純資産は四半期純利益の増加9,356百万円、配当による減少の他、為替変動の影響で為替換算調整勘

定が△15,403百万円になったこと等により、180,453百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物(以下「資金」とい

う）は、営業活動によるキャッシュ・フローが11,548百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フロー

は1,395百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは3,574百万円減少しました。これに資金に係

る換算差額の減少10,229百万円を加えた結果、前連結会計年度に比べ3,650百万円減少し、当第１四半期

連結会計期間末の資金残高は78,131百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間末において営業活動による資金の増加は11,548百万円となりました。増加

の主な要因は、米国の持分法適用関連会社からの現金分配等によるものです。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間末において投資活動による資金の減少は1,395百万円となりました。減少の

主な原因は、サイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドの第２工場建設による支出等によるも

のです。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間末において財務活動による資金の減少は3,574百万円となりました。減少の

主な原因は、借入金の返済及び配当金の支払等によるものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社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１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は９百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四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１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに設備計画の完了はありません。

また、当第１四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、除却等はありません。
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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 171,257,770

計 171,257,770

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８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 71,960,00071,960,000

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

―

計 71,960,00071,960,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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20年6月30日 ― 71,960― 7,996 ― ―
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(5) 【大株主の状況】

１　当第１四半期会計期間において、アライアンス・バーンスタイン株式会社およびその共同保有者か

ら平成20年６月３日付で大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、平成20年５月30日現在で以下の

株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社としては当第１四半期会計期間末現在における実質

所有株式数の確認ができておりません。なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の内容は次の通りで

す。

　

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(％)

アライアンス・バーンスタイン
・エル・ピー
(AllianceBernstein　L.P.）

アメリカ合衆国10105、ニューヨーク州、
ニューヨーク、アベニュー・オブ・ジ・
アメリカズ1345
（1345　Avenue of the　Americas,　New　
York,　New　York　10105,　U.S.A.）  

1,304,300 1.80

アクサ・ローゼンバーグ証券投
信投資顧問株式会社

東京都港区白金一丁目17番３号 1,526,600 2.10

アライアンス・バーンスタイン
株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号　
大手町ファーストスクエア

320,200 0.44

　

２　当第１四半期会計期間において、オウル・クリーク・アセット・マネジメント・エルピーから平成

20年４月22日付で大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、平成20年４月15日現在で以下の株式を

所有している旨の報告を受けましたが、当社としては当第１四半期会計期間末現在における実質所有株

式数の確認ができておりません。なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の内容は次の通りです。

　

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(％)

オウル・クリーク・アセット・
マネジメント・エルピー

アメリカ合衆国ニューヨーク州10019、
ニューヨーク、フィフス・アヴェニュー
640、20階 

5,073,247 7.05
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31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

5,900
― ―

(相互保有株式)
普通株式

4,214,800
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

67,704,300
676,984 ―

単元未満株式
普通株式

35,000
― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 71,960,000― ―

総株主の議決権 ― 676,984 ―

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式（名義書換失念株式）が

5,900株含まれており、当該株式に係る議決権59個を「議決権の数」から控除しております。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式および相互保有株式が次のとおり含まれております。

自己保有株式 43株

相互保有株式 大和商事株式会社 16株

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31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)

大和工業株式会社
兵庫県姫路市大津区吉美
380番地

5,900 ― 5,900 0.01

(相互保有株式)

大和商事株式会社
兵庫県姫路市大津区吉美
380番地

4,213,800― 4,213,800 5.86

(相互保有株式)

株式会社吉美
兵庫県姫路市大津区吉美
209-２

1,000 ― 1,000 0.00

計 ― 4,220,700― 4,220,700 5.87

　

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20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 5,0705,9405,630

最低(円) 3,9804,8104,840

(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、当四半期報告書提出日までの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、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)は、「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20年８月７日内閣府令第50号)附

則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

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、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人により四半期レビュー

を受けております。

　

EDINET提出書類

大和工業株式会社(E01259)

四半期報告書

12/26



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１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 78,705 83,382

受取手形及び売掛金 38,995 37,371

商品及び製品 9,013 9,906

仕掛品 637 571

原材料及び貯蔵品 15,547 14,855

その他 1,900 2,271

貸倒引当金 △107 △119

流動資産合計 144,692 148,240

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,596 10,498

機械装置及び運搬具（純額） 13,431 15,158

土地 15,260 17,271

建設仮勘定 6,535 6,128

その他（純額） 135 156

有形固定資産合計 ※１
 44,958

※１
 49,214

無形固定資産

のれん 4,046 4,412

その他 381 469

無形固定資産合計 4,427 4,882

投資その他の資産

投資有価証券 12,029 11,293

出資金 32,369 36,405

その他 1,665 1,622

貸倒引当金 △148 △148

投資その他の資産合計 45,915 49,173

固定資産合計 95,301 103,269

資産合計 239,993 251,510
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,812 20,171

短期借入金 10,872 11,850

未払法人税等 4,685 2,242

賞与引当金 364 543

その他 7,832 8,198

流動負債合計 46,567 43,007

固定負債

長期借入金 － 3,012

繰延税金負債 9,673 9,360

退職給付引当金 1,986 2,118

役員退職慰労引当金 1,057 1,086

その他 256 258

固定負債合計 12,973 15,836

負債合計 59,540 58,844

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 1,142 1,142

利益剰余金 177,299 169,913

自己株式 △809 △808

株主資本合計 185,629 178,245

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,146 2,600

繰延ヘッジ損益 △43 －

為替換算調整勘定 △15,403 3,829

評価・換算差額等合計 △12,300 6,430

少数株主持分 7,124 7,990

純資産合計 180,453 192,666

負債純資産合計 239,993 251,510
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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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

売上高 53,874

売上原価 47,278

売上総利益 6,595

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,165

給料及び手当 301

賞与引当金繰入額 90

退職給付引当金繰入額 20

役員退職慰労引当金繰入額 91

その他 1,116

販売費及び一般管理費合計 2,785

営業利益 3,809

営業外収益

受取利息 835

受取配当金 154

持分法による投資利益 9,969

その他 158

営業外収益合計 11,117

営業外費用

支払利息 154

為替差損 80

その他 6

営業外費用合計 241

経常利益 14,685

特別損失

固定資産除却損 4

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純利益 14,681

法人税、住民税及び事業税 4,423

法人税等調整額 296

法人税等合計 4,719

少数株主利益 605

四半期純利益 9,356
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20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 14,681

減価償却費 1,150

受取利息及び受取配当金 △989

支払利息 154

持分法による投資損益（△は益） △9,969

売上債権の増減額（△は増加） △5,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,974

仕入債務の増減額（△は減少） 5,341

その他 278

小計 2,581

利息及び配当金の受取額 10,602

利息の支払額 △99

法人税等の支払額 △1,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,548

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 △177

定期預金の払戻による収入 1,005

有形固定資産の取得による支出 △2,212

その他 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,832

短期借入金の返済による支出 △4,087

長期借入金の返済による支出 △760

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △1,555

少数株主への配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,650

現金及び現金同等物の期首残高 81,781

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 78,131
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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１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　会計処理の原則及び手続の変更

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　 たな卸資産
  当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価
に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年
７月５日　企業会計基準第９号）を適用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総
利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利
益は、それぞれ65百万円減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記
載しております。

 

（２）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計　

　

　　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から、「連結財務諸表作成
における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱
い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対
応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を
行っております。これにより期首の利益剰余金から276
百万円を減算したことに伴い、利益剰余金が同額減少
しております。

 

（３）リース取引に関する会計基準の適用

　当第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関す
る会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17
日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）
及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19
年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を早期に
適用しております。
　また、リース取引開始日が当連結会計年度開始前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引については引き
続き通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理
を適用しております。
　これによる当第１四半期連結財務諸表に与える影響
はありません。
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【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関し

て、一部の子会社では実地棚卸を省略し前連結会計年

度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により

算出しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が

明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、

簿価切下げを行っております。

 

２　法人税等並びに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、前連結

会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年

度決算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特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　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。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 66,485百万円

 

 

　２　特定融資枠契約

　当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効

率的な資金調達を可能にするため金融機関４社と特定

融資枠契約を締結しております。

特定融資枠契約の総額 10,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 10,000百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 71,449百万円

 
 

　２　特定融資枠契約

　当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効

率的な資金調達を可能にするため金融機関４社と特定

融資枠契約を締結しております。

特定融資枠契約の総額 10,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 10,000百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６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

現金及び預金勘定 78,705百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △574百万円

現金及び現金同等物 78,131百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 71,960

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 2,085

　

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 配当の原資
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

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,693 25平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

リース取引開始日が当連結会計年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりますが、当四半期連結会計期間における

リース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

鉄鋼事業
(百万円)

軌道用品
事業
(百万円)

重工加工品
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

50,209 962 2,338 363 53,874 ― 53,874

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,641 ― ― ― 1,641（1,641） ―

計 51,851 962 2,338 363 55,516（1,641）53,874

営業利益又は営業損失（△) 4,225 △8 △79 20 4,157（348） 3,809

　

(注) １　事業区分は製品の区分によっております。

　
２　各事業の主な製品

　　　（１）鉄鋼事業…………………Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板、エレベーターガイドレール、棒鋼

　　　（２）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

　　　（３）重工加工品事業…………鋳鋼品、船舶製缶、重機械加工、造船用形鋼

　　　（４）その他の事業……………浴槽、浴室用部品、洗面ボール、トイレ用水槽、高電圧用端子台、接続端子かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　不動産の賃貸、管理、緑化、メスキュード等

　
３　会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比べて、重工加工品事業において営業損失が

65百万円増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

日本
(百万円)

韓国　
(百万円)

タイ国
(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

19,328 18,878 15,667 53,874 ― 53,874

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 19,328 18,878 15,667 53,874 ― 53,874

営業利益 279 1,769 2,109 4,157 （348） 3,809

　

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　
２　会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を

適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比べて、日本において営業利益が65百万円減少しており

ます。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 34,063 2,188 36,251

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 53,874

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

63.23 4.06 67.29

　

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　
２　各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

　　　　アジア・・・韓国、タイ国、シンガポール、マレーシア

　

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

2,480.58円 2,642.96円

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 180,453 192,666

普通株式に係る純資産額(百万円) 173,328 184,675

差額の主な内訳(百万円)

　少数株主持分 7,124 7,990

普通株式の発行済株式数(千株) 71,960 71,960

普通株式の自己株式数(千株) 2,085 2,085

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

69,874 69,874

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 133.90円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 9,356

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 9,356

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 69,874

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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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20年８月７日

大　和　工　業　株　式　会　社

取　締　役　会　御　中

　

あらた監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　木　　内　　仁　　志　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　大　　津　　景　　豊　　印

　

　

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」に掲げられている大和

工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平

成20年４月１日から平成20年６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、大和工業株式会社及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

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

　
 

※ 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いません。
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