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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91期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第92期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第91期

会計期間
自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成22年６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) 29,548 32,522 124,433

経常利益 (百万円) 6,499 2,046 19,136

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,316 1,210 10,538

純資産額 (百万円) 196,151 198,690 196,579

総資産額 (百万円) 242,792 248,617 243,071

１株当たり純資産額 (円) 2,728.58 2,760.51 2,724.94

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 47.98 17.56 152.49

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 (％) 77.7 76.5 77.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,414 △2,163 27,513

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,920 △2,883 △12,530

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,281 674 △9,236

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 87,336 87,367 90,677

従業員数 (人) 1,855 1,901 1,866

(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22年６月30日現在

従業員数(人) 1,901

(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22年６月30日現在

従業員数(人) 35

(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比（％）

鉄鋼事業(日本) 8,990 ─

鉄鋼事業(韓国) 12,332 ─

鉄鋼事業（タイ国) 10,375 ─

軌道用品事業 798 ─

重工加工品事業 1,290 ─

その他 ─ ─

合計 33,786 ─

(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比
（％）

受注残高(百万円)
前年同四半期比
（％）

鉄鋼事業(日本) 7,419 ─ 3,917 ─

鉄鋼事業(韓国) 12,099 ─ ─ ─

鉄鋼事業（タイ国) 13,628 ─ 7,435 ─

軌道用品事業 1,277 ─ 946 ─

重工加工品事業 1,564 ─ 1,851 ─

その他 ─ ─ ─ ─

合計 35,990 ─ 14,151 ─

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比（％）

鉄鋼事業(日本) 8,238 ─

鉄鋼事業(韓国) 12,099 ─

鉄鋼事業（タイ国) 10,061 ─

軌道用品事業 769 ─

重工加工品事業 1,281 ─

その他 72 ─

合計 32,522 ─

(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　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、次のとおりであります。

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

阪和興業㈱ ─ ─ 3,258 10.0

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
４  前第１四半期連結会計期間においては、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 【事業等のリスク】

当第１四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。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

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、各連結子会社、持分法適用関連会社

それぞれの所在国において、いずれも鋼材需要が伸び悩むなか、販売価格の改善も実現しない状況で推

移しました。

　日本におきましては、建築関連、土木関連需要ともに一向に盛り上がらず、販売価格は低迷致しまし

た。一方で、一時は主原料であるスクラップ価格がトン当たり４万円台をうかがう動きとなりました

が、海外での需要の弱さからトン当たり３万円を切る水準に戻ってきております。

　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におきましては平成22年１

月～３月の業績が当第１四半期連結会計期間に反映されますが、それぞれ需要の本格的回復には至っ

ておりません。

　なお、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平成22年３月に第２工場の操

業を開始しております。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、32,522百万円と前第１四半期連結会計期間と比

べ2,974百万円（10.1％）の増収となりました。利益については、営業利益は999百万円と前第１四半期

連結会計期間と比べ4,187百万円（△80.7％）の減益、経常利益は2,046百万円と前第１四半期連結会

計期間と比べ4,452百万円（△68.5％）の減益、四半期純利益は前第１四半期連結会計期間と比べ

2,105百万円（△63.5％）の減益の1,210百万円となりました。

　

セグメントの業績は、次のとおりです。

鉄鋼事業（日本）

販売数量が増加し、販売単価も上昇したため、当事業の売上高は8,238百万円と前第１四半期連結会

計期間と比べ607百万円（8.0％）の増収となりましたが、主原料であるスクラップ価格の高騰により

費用が増加し、営業利益は287百万円と前第１四半期連結会計期間と比べ1,199百万円（△80.7％）の

減益となりました。

　

鉄鋼事業（韓国）

景気低迷により販売数量が減少し、販売単価も下落しましたが、ウォン高の影響により当事業の売上

高は12,099百万円と前第１四半期連結会計期間と比べ1,078百万円（9.8％）の増収となりました。し

かし、主原料であるスクラップ価格の上昇が収益を圧迫し、営業利益は346百万円と前第１四半期連結

会計期間と比べ634百万円（△64.7％）の減益となりました。
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鉄鋼事業（タイ国）

輸出需要が回復傾向にあり、販売数量が増加したため、当事業の売上高は10,061百万円と前第１四半

期連結会計期間と比べ1,590百万円（18.8％）の増収となりましたが、主原料であるスクラップ価格の

上昇及び当第1四半期から操業を開始しました第２工場の減価償却費負担により費用が増加し、営業利

益は479百万円と前第１四半期連結会計期間と比べ2,243百万円（△82.4％）の減益となりました。

　

軌道用品事業

景気低迷の影響により、当事業の販売先である鉄道各社からの受注が減少したため、当事業の売上高

は769百万円と前第１四半期連結会計期間と比べ146百万円（△16.0％）の減収、営業利益は0百万円と

前第１四半期連結会計期間と比べ31百万円（△97.8％）の減益となりました。

　

重工加工品事業

造船用形鋼の販売数量の減少により、当事業の売上高は1,281百万円と前第１四半期連結会計期間と

比べ155百万円（△10.8％）の減収、営業利益は124百万円と前第１四半期連結会計期間と比べ139百万

円（△52.8％）の減益となりました。

　

その他

その他には大和商事株式会社の不動産業事業及び医療廃棄物処理事業等をセグメントとして分類し

ており、売上高は72百万円と前第１四半期連結会計期間と比べ1百万円（1.7％）の増収、営業利益は12

百万円と前第１四半期連結会計期間と比べ0百万円（1.7％）の増益となりました。

　

なお、当第１四半期連結会計期間との比較のため、参考として前第１四半期連結会計期間を当第１四

半期連結会計期間より適用しているセグメント区分に組み替えて表示しております。

　

(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、たな卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比

べ5,546百万円増加の248,617百万円となりました。

負債につきましては、借入金の増加、未払法人税等の増加等により、前連結会計年度末に比べ3,436百

万円増加の49,927百万円となりました。

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2,565百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ2,110百万円増加の198,690百万円とな

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（以下「資金」という）は、営業活動に

よるキャッシュ・フローが2,163百万円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローでは2,883百万円

減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは674百万円増加しました。これに資金に係る換算差額の

増加1,061百万円を加えた結果、前連結会計年度末に比べ3,310百万円減少し、当第１四半期連結会計期

間末の資金残高は87,367百万円となりました。
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（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において、営業活動による資金の減少は2,163百万円でありました。（前

第１四半期連結会計期間は9,414百万円の増加）。減少の主な原因は、税金等調整前四半期純利益が

2,007百万円と前第１四半期連結会計期間に比べ4,463百万円（△69.0％）減少したことによります。

　

（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において、投資活動による資金の減少は2,883百万円であり、前第１四半

期連結会計期間に比べ4,036百万円（△58.3％）減少しました。減少の主な原因は、有形固定資産の取

得による支出額が前第１四半期連結会計期間に比べ4,557百万円（△74.5％）減少したことによりま

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において、財務活動による資金の増加は674百万円でありました。（前第

１四半期連結会計期間は4,281百万円の減少）。増加の主な原因は、借入金の増減が1,936百万円（前第

１四半期連結会計期間は2,720百万円の減少）と増加したことによります。

　

(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１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は7百万円であります。
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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、重要な変更並びに重要な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 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22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月10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 71,960,000 71,960,000

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は
100株であります。

計 71,960,000 71,960,000― ―

　

(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
(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22年６月30日 ― 71,960― 7,996 ― ―
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(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社およびその共同保有者から平成22年５月

21日付で大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、平成22年５月14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(％)

フィデリティ投信株式会社 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 5,317,400 7.39

エフエムアール　エルエルシー
（ＦＭＲ　ＬＬＣ）

米国　02109　マサチューセッツ州ボスト
ン、デヴォンシャー・ストリート82

1,001,000 1.39

　

(7) 【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、株主名簿の記載内容が確認できず、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22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22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

1,121,600
― ―

(相互保有株式)
普通株式

3,501,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

67,305,500
673,055 ―

単元未満株式
普通株式

31,900
― 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 ― 673,055 ―

(注)　１　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が60株含まれております。

２　当社は平成22年５月18日および５月24日の両日、当社の子会社である大和商事株式会社が所有する当社

　　株式の内、500,000株を自己株式として取得しました。この結果、当第１四半期会計期間における単元未

　　満株式の買取請求による株式104株を含め、当第１四半期会計期間末に所有する自己株式は1,621,764株と

　　なり、相互保有株式は3,001,000株となりました。
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② 【自己株式等】

平成22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

1,121,600― 1,121,600 1.56

(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

3,500,000― 3,500,000 4.86

(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 ― 4,622,600― 4,622,600 6.42

(注)　　当社は平成22年５月18日および５月24日の両日、当社の子会社である大和商事株式会社が所有する当社 

　株式の内、500,000株を自己株式として取得しました。この結果、当第１四半期会計期間における単元未 

　満株式の買取請求による株式104株を含め、当第１四半期会計期間末に所有する自己株式は1,621,764株と 

　なり、相互保有株式は3,001,000株となりました。

　

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

最高(円) 3,3902,9742,495

最低(円) 2,9762,2952,203

(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、本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、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６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１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６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１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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。
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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 87,654 91,785

受取手形及び売掛金 27,738 25,558

有価証券 1,750 －

商品及び製品 8,228 6,558

仕掛品 428 475

原材料及び貯蔵品 15,496 13,498

その他 2,868 3,004

貸倒引当金 △73 △68

流動資産合計 144,092 140,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,452 15,472

機械装置及び運搬具（純額） 32,932 32,191

土地 14,617 14,218

建設仮勘定 435 1,201

その他（純額） 264 200

有形固定資産合計 ※１
 64,702

※１
 63,284

無形固定資産

のれん 3,326 3,416

その他 390 350

無形固定資産合計 3,717 3,767

投資その他の資産

投資有価証券 ※２
 9,200

※２
 9,489

出資金 ※２
 24,625

※２
 23,378

その他 2,422 2,482

貸倒引当金 △141 △141

投資その他の資産合計 36,106 35,207

固定資産合計 104,525 102,259

資産合計 248,617 243,071
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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 12,702 12,035

短期借入金 2,135 469

関係会社短期借入金 350 －

未払法人税等 1,172 653

賞与引当金 252 397

その他 8,486 9,180

流動負債合計 25,099 22,735

固定負債

長期借入金 10,742 10,294

繰延税金負債 9,922 9,687

退職給付引当金 2,058 1,966

役員退職慰労引当金 1,159 1,154

その他 944 653

固定負債合計 24,828 23,756

負債合計 49,927 46,491

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 904 1,029

利益剰余金 209,182 209,318

自己株式 △2,339 △2,244

株主資本合計 215,743 216,100

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,814 2,263

為替換算調整勘定 △27,475 △30,040

評価・換算差額等合計 △25,661 △27,777

少数株主持分 8,607 8,256

純資産合計 198,690 196,579

負債純資産合計 248,617 243,071
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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 29,548 32,522

売上原価 22,166 29,233

売上総利益 7,382 3,288

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 920 1,047

給料及び手当 292 292

賞与引当金繰入額 60 60

退職給付引当金繰入額 23 50

役員退職慰労引当金繰入額 19 22

その他 878 815

販売費及び一般管理費合計 2,195 2,289

営業利益 5,186 999

営業外収益

受取利息 219 83

受取配当金 110 103

持分法による投資利益 656 1,209

デリバティブ評価益 713 425

その他 140 105

営業外収益合計 1,840 1,927

営業外費用

支払利息 66 198

為替差損 284 125

デリバティブ評価損 177 551

その他 0 4

営業外費用合計 528 880

経常利益 6,499 2,046

特別損失

固定資産売却損 25 －

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 － 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21

その他 3 －

特別損失合計 28 39

税金等調整前四半期純利益 6,470 2,007

法人税、住民税及び事業税 1,142 735

法人税等調整額 1,022 173

法人税等合計 2,164 909

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,097

少数株主利益又は少数株主損失（△） 989 △112

四半期純利益 3,316 1,210
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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 6,470 2,007

減価償却費 897 1,385

受取利息及び受取配当金 △330 △187

支払利息 66 198

持分法による投資損益（△は益） △656 △1,209

売上債権の増減額（△は増加） 848 △1,559

たな卸資産の増減額（△は増加） △645 △2,976

仕入債務の増減額（△は減少） △32 289

その他 216 △193

小計 6,834 △2,245

利息及び配当金の受取額 5,740 410

利息の支払額 △87 △4

法人税等の支払額 △3,073 △323

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,414 △2,163

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 △1,498 △1,323

定期預金の払戻による収入 980 467

有形固定資産の取得による支出 △6,114 △1,556

関係会社株式の取得による支出 △178 △458

その他 △110 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,920 △2,883

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 2,991 2,286

短期借入金の返済による支出 △3,964 △350

長期借入金の返済による支出 △1,747 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,557 △1,258

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,281 674

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,337 1,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,549 △3,310

現金及び現金同等物の期首残高 84,196 90,677

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △409 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 87,336

※
 87,367
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【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22年４月１日　至　平成22年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

１　「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から、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成20年３月10日公表

分　企業会計基準第16号）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」（企業会計基準委員

会　平成20年３月10日　実務対応報告第24号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

２　「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成20年３月31

日　企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成20年

３月31日　企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。

　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軽微であります。

 

３　「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

当第１四半期連結会計期間から、「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20年９月

26日改正　企業会計基準第９号）を適用しております。

　これに伴い、一部の子会社のたな卸資産（製品のうち圧延鋼品及び半製品）の評価方法を後入先出法から総平

均法に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第１四半期連結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はそれぞれ240百万円増加しております。

 
　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６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」（企業会計基準委員会　平成20年12月26日　企業会計基準第22号）に基づ

き財務諸表等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）の適用に伴い、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

 
　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結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

計年度末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は、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。
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【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１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22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。

 

　

【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22年６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　 70,385百万円

 

※２　関連会社に対する主なものは次のとおりです。

投資有価証券(株式) 1,633百万円

出資金 24,519百万円

 
　３　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３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 20,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 20,000百万円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 67,830百万円

 

※２　関連会社に対する主なものは次のとおりです。

投資有価証券(株式) 1,174百万円

出資金 23,272百万円

 
　３　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３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 20,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 20,000百万円

 
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

※　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 81,956百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,919百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限のあ

る短期投資（有価証券） 7,300百万円

現金及び現金同等物 87,336百万円

 

※　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 87,654百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,036百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限のあ

る短期投資（有価証券） 1,750百万円

現金及び現金同等物 87,367百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第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)

１  発行済株式の種類及び総数

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  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 3,102

　

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6月29日
定時株主総会

普通株式 1,346 20
平成22年３月31

日
平成22年６月30日 利益剰余金

　

(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

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前（リース会計基準適用初年度開始前）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末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。

　

(金融商品関係)

金融商品のうち、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末

日と比較して著しい変動が認められるものはありません。

　

(有価証券関係)

有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連

結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められるものはありません。
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(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、契約額その他

の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

資産除去債務が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の

末日と比較して著しい変動が認められるものはありません。

　

(注)  当第１四半期連結会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成

20年３月31日　企業会計基準第18号)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

基準委員会　平成20年３月31日　企業会計基準適用指針第21号)を適用しているため、当第１四半期

連結会計期間の期首における残高を前連結会計年度の末日における残高としております。

　

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産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

い変動が認められるものはありません。
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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)

　
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

27,206 916 1,375 49 29,548 ― 29,548

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

471 ― ― ― 471 (471) ―

計 27,678 916 1,375 49 30,019(471)29,548

営業利益 5,180 32 275 12 5,500 (313) 5,186

(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…………不動産の賃貸、管理、緑化、メスキュード等

　なお、北斗通信株式会社を当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外して

いるため、従来その他の事業の主な製品に含めておりました、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、接続端子かんは主な製品から除外しており

ます。
　

【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)

　
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

10,055 11,021 8,471 29,548 ― 29,548

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,055 11,021 8,471 29,548 ― 29,548

営業利益 1,796 981 2,722 5,500 (313) 5,186

(注)　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
　

【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)

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 19,351 331 19,682

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 29,548

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

65.49 1.12 66.61

(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、マレーシア、香港、シンガポール
　

　　　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。
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【セグメント情報】

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成21年３月27日公表分　企業会計基準第17号）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」（企業会計基準委員会　平成20年３月21日　企業会計基準適用指針第20号）を適用しておりま

す。
　

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実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。

　当社は、生産・販売別の事業ごとに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。また、主な事業である鉄鋼事業については、国内においては、ヤマトスチール株式会社が、海外におい

ては、現地法人であるワイケー・スチールコーポレーション（韓国）及びサイアム・ヤマト・スチール

カンパニーリミテッド（タイ国）が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位

であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　従って、当社は生産・販売体制を基礎とした事業・地域別のセグメントから構成されており、「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」及び「重工加工品事

業」の５つを報告セグメントとしております。

なお、各報告セグメントの主な製品・サービスは次のとおりであります。

[ 鉄 鋼 事 業 （日 本）] Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板

[ 鉄 鋼 事 業 （韓 国）] 棒鋼

[ 鉄 鋼 事 業（タイ国）] Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板

[ 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

[ 重 工 加 工 品 事 業 ]鋳鋼品、船舶製缶、重機械加工、造船用形鋼、エレベータガイドレール
　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益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）

（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

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

重工加工
品事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客へ
の売上高

8,23812,09910,061769 1,28132,4507232,522― 32,522

(2) セグメント
間の内部売上高
又は振替高

564 ― ― ― ― 564 ― 564△564 ―

計 8,80212,09910,061769 1,28133,0147233,086△564 32,522

セグメント利益 287 346 479 0 1241,238 12 1,250△251 999

（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、不動産事業、医療廃棄物処理事業

等を含んでおります。

　２　セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△251百万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。
　

(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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 2,760.51円
　

　 　

　 2,724.94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22年６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) 198,690 196,579

普通株式に係る純資産額(百万円) 190,082 188,323

差額の主な内訳(百万円) 　 　

　少数株主持分 8,607 8,256

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) 3,102 2,848

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)

68,857 69,111

　

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

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)

１株当たり四半期純利益 47.98円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─
　

１株当たり四半期純利益 17.56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
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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 3,316 1,210

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 3,316 1,210

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) 69,111 68,942

　

(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

当社49％出資の合弁会社、バーレーン国のユナイテッド・スチールカンパニー（“サルブ”）BSC（ｃ）（以下

SULB）において仮発注しておりました生産工場設備の工事契約が平成22年７月26日付で本契約として発効いたし

ました。

　これに伴い当該工事契約に当社持分に対応した保証等を行った結果、当社が負う偶発債務は合計で32,129百万円

であります。

　なお、SULBの51％株主であるFoulath社と49％株主である当社は、本プロジェクトに関し705百万米ドルの出資を

行うことで合意しておりますが、今後工事の進捗に合わせて両社が出資を行い、SULBが設備代金を支払うことによ

り上記の偶発債務は減少してまいります。

　

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21年８月10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１四半期連結会計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21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

21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

　
　

(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いません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月10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　　萩　　森　　正　　彦　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　　内　　仁　　志　　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22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１四半期連結会計期間（平

成22年４月1日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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

　
 

(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いません。
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