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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 24,616 △1.1 △414 ― △843 ― △733 ―

23年3月期第2四半期 24,886 △0.7 745 ― △47 ― △67 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △703百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △105百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △61.24 ―

23年3月期第2四半期 △5.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 52,540 20,044 38.0
23年3月期 52,031 21,047 40.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,961百万円 23年3月期  20,963百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 20.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

通期 52,600 3.7 △225 ― △705 ― △645 ― △53.87



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、将来
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決
算短信【添付資料】３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 12,215,132 株 23年3月期 12,215,132 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 241,948 株 23年3月期 241,948 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 11,973,184 株 23年3月期2Q 11,973,355 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から生産活動や輸出は停滞し、景気は一

時的に後退いたしましたが、その後サプライチェーンの立て直しが進み生産活動の回復と共に、個人消費の自粛ム

ードも徐々に和らぎ、景気は持ち直しの兆しが見られるようになったものの、欧州の財政危機問題や米国経済の減

速から世界経済の下振れ懸念や急激な円高の進行等、景気は依然として厳しい状況が続いております。 

当鉄鋼流通加工業界におきましては、年初頃より、鉄鉱石・石炭等の原材料価格の先高感から、国内鉄鋼メーカ

ーは出荷価格の値上げを発表したことから、国内鋼材市況は年初から４月頃までは順調に回復して参りましたが、

建築関連の民間設備投資は引き続き低迷しており、また、東日本大震災の復興需要も期待させるものの、本格的な

復興需要にはほど遠く、逆に流通在庫は急速に増加している事から、５月以降の鋼材市況は下落傾向となってお

り、出荷量と価格の低迷により、引き続き厳しい状況が続いております。 

このような環境下にありまして当社グループ（当社及び連結子会社）は、今後期待される東日本大震災の復興需

要のため、６月１日に仙台支店を開設し、地場のゼネコンやファブリケーターに対し、鋼材の供給責任を果たすと

共に、新たな新規顧客の開拓により、収益確保に努めております。また、東日本の供給地域となる関東地区におき

ましても、各支店の営業エリアの見直しを行い、北関東支店を栃木県小山市に移転する等、効率的な営業展開を図

っております。その他の地域においても積極的な営業活動を展開しているものの、得意先でありますゼネコンやフ

ァブリケーターが請負う建築物件等の受注状況は依然として厳しいものがあり、荷動きは全般的に低迷しておりま

す。この様な状況ではありますが、鋼材の販売・加工事業につきましては販売量、販売金額共に前年同期を上回る

事が出来ました。また、東京支社を中心とした鉄骨工事請負事業は、民間設備投資の減少から受注競争は激化して

おり厳しい状況となっております。受注額につきましては前年同期を若干下回る結果となり、工事売上額につきま

しても、工事進行基準適用の大型工事物件の進捗が工事の完了時期を迎え売上計上額が少なかった事に加え、新規

の工事物件も目立った物はなく、売上高は減少となりました。これらの結果から当第２四半期連結累計期間の売上

高は24,616百万円（前年同期比1.1％減）となりました。 

収益面におきましては、鋼材市況は年初より上昇に転じた事から、一時的に収益率は改善されたものの、５月に

は再び下落傾向となり、その後も品種によっては価格が跛行し厳しい状況となりました。この様な状況の中、収益

確保に向け全社一丸となりコスト削減に取り組み、デッキプレートや軽量型鋼等の自社製品の製造コスト削減、輸

送効率の向上、入出庫作業の効率化等を行い成果はあったものの当社主力のＨ型鋼及びコラムにつきましては鉄鋼

メーカーとの先物契約から仕入価格は上昇傾向にある中、販売価格は下落となり収益率の悪化は予想以上のものが

あり厳しい結果となりました。また、鉄骨工事請負事業におきましても、鉄骨加工単価は全国的に大幅な下落とな

っており、グループ各社においてコスト削減の努力はしているものの、加工単価の下落に追いつかず、大変厳しい

ものとなっております。これらの結果から当第２四半期連結累計期間の営業損失は414百万円（前年同期は営業利

益745百万円）となり、経常損失は843百万円（前年同期は経常損失47百万円）、四半期純損失は733百万円（前年

同期は四半期純損失67百万円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 鋼材の販売・加工事業 

鋼材の販売・加工事業は、引き続き建築関連の民間設備投資は低迷する中、東日本大震災の本格的な復興需要

には今しばらく時間を要するものの土木向けのＨ形鋼、シートパイル及び敷鉄板等の出荷量は徐々に増加してお

ります。また、その他の建築材料等におきましても、徐々に回復しつつあることから販売量は前年同期を上回る

結果となりました。なお、販売金額につきましても市況は下落傾向にありますが、販売量の増加に加え、販売価

格も比較的堅調に推移したことから前年を上回っております。品種別に見ますと、当社主力のＨ形鋼は、販売量

は前年並みに推移し販売金額は前年を上回る結果とはなりましたが、販売価格の下落に加え仕入価格は上昇した

事から収益につきましては厳しい結果となりました。鋼板類は敷鉄板の需要から鋼板が大きな伸びを示した事に

加え、自社製のフラットデッキ及び合成スラブプレートが増加しており、販売量・販売金額共に大幅増となり、

製造コストの削減と相まって大きく収益に貢献しました。また、コラムは、通常のコラムについては前年並みに

推移したものの、プレスコラムは大きく伸びた事から、販売量・販売金額共に増加となりましたが、収益面につ

きましてはＨ型鋼と同様となっております。以上の結果から、売上高は20,481百万円（前年同期比4.4％増）、

営業利益は237百万円（前年同期比65.4％減）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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② 鉄骨工事請負事業 

鉄骨工事請負事業は、民間設備投資は減少しているものの、首都圏、関西圏及び中京圏の大都市を中心とした

再開発や大型物件につきましては比較的落ち込みは少なく、当第２四半期連結累計期間においては前年同期に比

べ若干受注額は減少しているものの、総体的な受注状況については概ね順調に推移しております。売上高につき

ましては、工事完成基準適用の中小物件は増加したものの、物件は小型化しており、工事進行基準適用の大型物

件も目立ったものの進捗は無く、売上高は4,062百万円（前年同期比21.8％減）と大幅な減少となりました。ま

た、収益につきましては、各鉄骨加工子会社において原価割れの工事が散見された事から営業損失は559百万円

（前年同期は営業利益193百万円）となりました。 

③ その他 

その他は、運送業及び倉庫業であり、運送業については堅調に推移したものの、倉庫業については依頼先の企

業が限定しており、取扱量の減少から売上高は前年同期を若干下回る結果となりました。これらにより売上高は

72百万円（前年同期比0.3％減）、営業利益は22百万円（前年同期比33.3％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は52,540百万円（前連結会計年度末は52,031百万円）となり、

509百万円増加しました。主な要因は、売上高の伸び悩みにより受取手形及び売掛金は1,622百万円減少したもの

の、鋼材の仕入増加に伴う商品及び製品の増加788百万円、原材料及び貯蔵品の増加287百万円、並びに鉄骨工事

請負に伴う未成工事支出金の増加1,502百万円等によるものであります。 

（負債の部） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は32,496百万円（前連結会計年度末は30,984百万円）となり、

1,512百万円増加しました。主な要因は、短期借入金の増加3,100百万円に加え、鉄骨工事請負に伴う未成工事受

入金の増加841百万円がありましたが、在庫圧縮の方針から仕入量を急速に絞っており、買掛金の減少2,652百万

円により一部相殺された事によるものであります。 

（純資産の部） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は20,044百万円（前連結会計年度末は21,047百万円）とな

り、1,003百万円減少しました。主な要因は、利益剰余金の減少1,032百万円であります。この結果、当第２四半

期連結会計期間末の自己資本比率は38.0％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ295百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には1,470百万円（前年同期比33.2％減）となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果使用した資金は2,941百万円（前年同期は1,707百万円の獲得）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純損失841百万円とたな卸資産の増加額2,578百万円及び仕入債務の減少額2,652百万円があり

ましたが、売上債権の減少額1,527百万円及び未成工事受入金の増加額841百万円等により一部相殺されたもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は127百万円（前年同期比17.4％減）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出82百万円と長期貸付けによる支出112百万円と長期貸付金の回収による収入28百万円等による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は2,797百万円（前年同期は1,400百万円の使用）となりました。これは主に、短

期借入金の増加額3,100百万円と配当金の支払額299百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の業績予想につきましては、国内鋼材市況は現状一進一退で推移しているものの、国内大手鉄鋼

メーカーは出荷価格の大幅な値下げを発表し、今後の鋼材市況は予断を許さない状況となっており、当社の経営環

境は依然として厳しい状況が続くと考えられます。この様な状況を踏まえ、当第２四半期連結累計期間の進捗状況

を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成24年３月期の業績予想を修正いたしました。変更の詳細につきま

しては、平成23年10月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,820,737 1,525,704

受取手形及び売掛金 17,370,997 15,748,997

商品及び製品 5,567,667 6,355,821

原材料及び貯蔵品 3,338,937 3,626,104

未成工事支出金 3,482,459 4,985,417

繰延税金資産 597,939 358,975

その他 545,563 311,201

貸倒引当金 △76,300 △58,100

流動資産合計 32,648,004 32,854,121

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,552,798 12,557,363

減価償却累計額 △6,245,070 △6,437,321

建物及び構築物（純額） 6,307,728 6,120,042

機械装置及び運搬具 5,866,787 5,870,298

減価償却累計額 △5,154,958 △5,259,123

機械装置及び運搬具（純額） 711,828 611,175

土地 10,749,001 10,749,001

リース資産 － 103,128

減価償却累計額 － △3,794

リース資産（純額） － 99,334

その他 342,692 343,022

減価償却累計額 △306,197 △312,711

その他（純額） 36,494 30,311

有形固定資産合計 17,805,052 17,609,864

無形固定資産 24,128 37,943

投資その他の資産   

投資有価証券 503,633 555,522

関係会社株式 9,500 9,500

保険積立金 575,296 572,486

繰延税金資産 276,817 627,522

その他 596,920 777,376

貸倒引当金 △407,775 △503,691

投資その他の資産合計 1,554,393 2,038,715

固定資産合計 19,383,574 19,686,522

資産合計 52,031,579 52,540,644
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,255,857 6,602,907

短期借入金 15,200,021 18,300,134

リース債務 － 25,113

未払法人税等 145,927 38,318

賞与引当金 100,700 67,500

役員賞与引当金 45,150 21,900

未成工事受入金 1,852,629 2,694,621

その他 741,860 999,669

流動負債合計 27,342,148 28,750,165

固定負債   

リース債務 － 79,672

繰延税金負債 480,506 477,408

退職給付引当金 972,580 959,487

役員退職慰労引当金 552,426 568,335

負ののれん 521,375 473,977

通貨オプション 1,069,674 1,152,043

その他 45,407 35,407

固定負債合計 3,641,970 3,746,333

負債合計 30,984,118 32,496,498

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,948,829 3,948,829

資本剰余金 4,116,979 4,116,979

利益剰余金 13,131,489 12,098,905

自己株式 △204,469 △204,469

株主資本合計 20,992,827 19,960,244

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △29,378 1,665

その他の包括利益累計額合計 △29,378 1,665

少数株主持分 84,010 82,235

純資産合計 21,047,460 20,044,146

負債純資産合計 52,031,579 52,540,644
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 24,886,598 24,616,661

売上原価 21,735,699 22,440,498

売上総利益 3,150,899 2,176,163

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 506,152 618,298

貸倒引当金繰入額 － 79,401

給料手当及び賞与 671,091 670,905

賞与引当金繰入額 53,259 50,949

役員賞与引当金繰入額 － 21,900

退職給付費用 40,773 39,208

役員退職慰労引当金繰入額 13,363 15,909

減価償却費 257,116 179,130

その他 864,064 914,994

販売費及び一般管理費合計 2,405,820 2,590,697

営業利益又は営業損失（△） 745,078 △414,534

営業外収益   

受取利息 2,654 3,257

受取配当金 5,273 5,487

仕入割引 5,995 12,848

受取賃貸料 16,649 12,199

為替差益 57,791 －

負ののれん償却額 47,397 47,397

その他 35,791 35,034

営業外収益合計 171,554 116,226

営業外費用   

支払利息 41,951 48,338

為替差損 － 109,043

デリバティブ評価損 911,319 356,808

その他 10,809 31,296

営業外費用合計 964,080 545,486

経常損失（△） △47,447 △843,794

特別利益   

貸倒引当金戻入額 43,553 －

補助金収入 7,703 2,642

特別利益合計 51,256 2,642

特別損失   

投資有価証券評価損 － 289

特別損失合計 － 289

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（△）

3,809 △841,441

法人税、住民税及び事業税 60,909 32,749
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

法人税等調整額 7,667 △139,181

法人税等合計 68,576 △106,431

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △64,767 △735,009

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,714 △1,755

四半期純損失（△） △67,481 △733,253
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △64,767 △735,009

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △40,677 31,024

その他の包括利益合計 △40,677 31,024

四半期包括利益 △105,444 △703,984

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △108,096 △702,209

少数株主に係る四半期包括利益 2,651 △1,775
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

3,809 △841,441

減価償却費 362,617 315,858

負ののれん償却額 △46,397 △47,397

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45,442 77,716

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 △33,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,250 △23,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,858 △13,092

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,363 15,909

受取利息及び受取配当金 △7,927 △8,745

支払利息 41,951 48,338

為替差損益（△は益） △1,878 23,579

投資有価証券評価損益（△は益） － 289

有形固定資産売却損益（△は益） △1,828 △554

有形固定資産除却損 － 1,196

デリバティブ評価損益（△は益） 911,319 356,808

保険解約損益（△は益） △1,384 △11,271

補助金収入 △7,703 △2,642

売上債権の増減額（△は増加） △404,146 1,527,446

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,455,976 △2,578,277

その他の流動資産の増減額（△は増加） △163,408 176,074

仕入債務の増減額（△は減少） 3,441,998 △2,652,950

未払消費税等の増減額（△は減少） △359,741 △37,509

未成工事受入金の増減額（△は減少） △246,970 841,991

その他の流動負債の増減額（△は減少） 23,813 53,725

その他 △1,004 △11,550

小計 1,030,669 △2,822,947

利息及び配当金の受取額 8,036 8,612

利息の支払額 △41,263 △49,543

補助金の受取額 67,317 43,028

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 642,865 △120,419

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,707,625 △2,941,270
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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 △54,980 △54,980

定期預金の払戻による収入 54,980 54,980

有形固定資産の取得による支出 △83,068 △82,812

有形固定資産の売却による収入 4,517 33,858

投資有価証券の取得による支出 △636 △686

短期貸付金の増減額（△は増加） △1,800 9,700

長期貸付けによる支出 △112,257 △112,365

長期貸付金の回収による収入 45,836 28,567

保険積立金の積立による支出 △9,879 △16,395

保険積立金の払戻による収入 4,364 30,477

子会社株式の取得による支出 △1,000 －

その他 △194 △17,608

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,117 △127,265

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） △1,100,745 3,100,112

リース債務の返済による支出 － △3,829

自己株式の取得による支出 △119 －

配当金の支払額 △299,533 △299,201

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,400,399 2,797,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,878 △23,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 154,987 △295,033

現金及び現金同等物の期首残高 2,042,988 1,765,757

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

2,494 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,200,470 1,470,724
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該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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）  

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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業のセグメントであり、運送事業及び倉庫事業を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額169,752千円には、セグメント間取引消去28,931千円、全社費用140,821千円が含まれ

ております。全社費用は、主に当社の本社管理部門に係る費用であります。 

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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業のセグメントであり、運送事業及び倉庫事業を含んで

おります。 

２．セグメント損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、全社費用 千円が含ま

れております。全社費用は、主に当社の本社管理部門に係る費用であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

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 
（注）３ 

鋼材の販売 
・加工事業 

鉄骨工事
請負事業 

計

売上高                        

外部顧客への売上高  19,619,976 5,193,492 24,813,469 73,129  24,886,598  －  24,886,598

セグメント間の内部
売上高又は振替高  830,593 15,960 846,554 789,209  1,635,763  △1,635,763  －

計  20,450,569 5,209,453 25,660,023 862,338  26,522,362  △1,635,763  24,886,598

セグメント利益  687,812 193,292 881,104 33,726  914,831  △169,752  745,078

  （単位：千円）

  

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 
（注）３ 

鋼材の販売 
・加工事業 

鉄骨工事
請負事業 

計

売上高                        

外部顧客への売上高  20,481,086 4,062,661 24,543,747 72,914  24,616,661  －  24,616,661

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,869,147 7,995 1,877,142 858,947  2,736,089  △2,736,089  －

計  22,350,233 4,070,656 26,420,889 931,861  27,352,751  △2,736,089  24,616,661

セグメント利益   
又は損失（△）   237,970 △559,746 △321,775 22,496  △299,279  △115,255  △414,534

115,255 △21,321 136,576

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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