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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

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

22年3月期第2四半期 25,050 △41.2 △2,769 ― △3,236 ― △1,940 ―

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2四半期 △5.64 ―

22年3月期第2四半期 △162.08 ―

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2四半期 48,255 21,378 44.1 1,778.19
22年3月期 46,266 21,820 47.0 1,815.31

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  21,290百万円 22年3月期  21,735百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 25.00 25.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 50,600 △7.3 740 ― 58 ― 118 ― 9.86



(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 

（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 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 12,215,132株 22年3月期  12,215,132株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  241,888株 22年3月期  241,717株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 11,973,355株 22年3月期2Q 11,973,507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、アジア諸国を中心とする新興国の経済成長等から企業の生産

や輸出におきましては、持ち直しの動きが見られ、企業収益の改善や個人消費の持ち直しにより、景気は回復基調

で推移しましたが、雇用情勢は依然として厳しく、米国の景気悪化の懸念から急激な円高が進行しており、景気は

予断を許さない状況となっております。 

当鉄鋼流通加工業界におきましては、国内鋼材市況は昨年末から年初にかけようやく下げ止まり、スクラップ価

格の上昇や鉄鉱石・石炭等の原材料価格の引き上げから、国内鉄鋼メーカーは出荷価格の値上げを相次いで発表

し、鋼材市況は３月頃より急速に好転して参りましたが、建築関連の民間設備投資は引き続き低迷しており、ま

た、公共投資も目立ったものはなく、鋼材需要の低迷から６月には再び下落に転じる等、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、各地区において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に受注量回復の兆しはなく、

荷動きは引き続き低迷しております。しかしながら、販売量につきましてはＨ形鋼を中心とした条鋼類が堅調に推

移したことから対前年を上回り、販売金額につきましても鋼材市況の低迷を受け、販売単価は伸びず厳しさはある

ものの前年同期を若干上回ることが出来ました。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

減少の影響は少なからずあるものの、大手ゼネコンを中心に着実に受注実績を積み上げており、受注額は概ね順調

に推移しております。完成基準の工事売上に加え、工事進行基準適用の工事物件も堅調に進捗しているものの、昨

年は大型物件の完成等があったことから、前年同期に比べ減少となりました。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24,886百万円（前年同期比0.7％減）となりました。 

収益面におきましては、鋼材市況は断続的な下落局面から脱し、春先から上昇に転じた事から、第１四半期連結

会計期間は比較的堅調に推移したものの、第２四半期連結会計期間は仕入価格の上昇に加え、鋼材市況は下落とな

り収益率の低下を招く結果となり、販売量も一部には明るさが見られるものの、総じて低位に推移したことから、

大幅な収益の増加には至りませんでした。これらの結果から当第２四半期連結累計期間の営業利益は745百万円

（前年同期は営業損失2,769百万円）となりました。また、輸入鋼材の決済資金として米ドル／円の通貨オプショ

ン契約及び為替予約を行っており、急速な円高からこれらの契約に係る時価評価としてデリバティブ評価損911百

万円の計上等により経常損失は47百万円（前年同期は経常損失3,236百万円）、四半期純損失は67百万円（前年同

期は四半期純損失1,940百万円）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、年初からの鋼材市況の上昇により、春先には先高観からゼネコンやファブリケータ

ーが先行発注を行い、一時的に仮需要が発生したものの、建築関連の民間設備投資は引き続き低迷していること

から、５月中旬にはその効果も薄れ、鋼材需要は急速に減少しました。また、その後も鋼材需要・市況共に一進

一退が続いております。これらの状況にあるものの、第２四半期連結会計期間には徐々に荷動きは回復傾向が見

られ販売量・販売金額共に前年同期を上回る結果となりました。品種別に見ますと、当社主力のＨ形鋼は、各サ

イズ共に堅調に推移したことから販売量・販売金額共に増加となりました。鋼板類は販売量が前年割れとなった

ことに加え価格面でも厳しく販売金額は減少となりました。また、コラムにつきましては販売量は順調に増加し

たものの、昨年に比べ市況価格が低下したことから販売金額については前年並みとなりました。以上の結果か

ら、売上高は19,619百万円となりました。 

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、首都圏及び関西圏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物件の受注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に加え、工事進行基準適用の大型物件も順調に進捗しております。これらの

結果、鉄骨工事請負事業の売上高は5,193百万円となりました。 

③ その他 

その他の売上は、倉庫業については堅調に推移しているものの、運送業については鉄骨製品等の輸送の減少等

から73百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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２四半期連結累計期間末における資産合計は48,255百万円（前連結会計年度末は46,266百万円）となり、

1,989百万円増加しました。主な要因は、売上高の回復等に伴う受取手形及び売掛金の増加403百万円と商品及び

製品の増加1,318百万円、原材料及び貯蔵品の増加610百万円、鉄骨工事請負の進行等に伴う未成工事支出金の増

加541百万円等によるものであります。 

（負債の部） 

当第２四半期連結累計期間末における負債合計は26,877百万円（前連結会計年度末は24,446百万円）となり、

2,431百万円増加しました。主な要因は、鋼材の仕入増加等に伴う買掛金の増加3,444百万円、通貨オプションの

増加726百万円及び短期借入金の減少1,100百万円、鉄骨工事請負に伴う未成工事受入金の減少246百万円等によ

るものであります。 

（純資産の部） 

当第２四半期連結累計期間末における純資産合計は21,378百万円（前連結会計年度末は21,820百万円）とな

り、442百万円減少しました。主な要因は、利益剰余金の減少403百万円及びその他有価証券評価差額金の減少40

百万円であります。この結果、当第２四半期連結累計期間末の自己資本比率は44.1％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157百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には2,200百万円（前年同期比47.0％増）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） 

営業活動の結果得られた資金は1,707百万円（前年同期比29.9％減）となりました。これは主に、仕入債務の

増加額3,441百万円と減価償却費362百万円、デリバティブ評価損911百万円、法人税等の還付額642百万円等があ

りましたが、たな卸資産の増加額2,455百万円、売上債権の増加額404百万円、未払消費税等の減少額359百万

円、未成工事受入金の減少額246百万円等によるものであります。 

（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154百万円（前年同期比2.7％増）となりました。これは主に、長期貸付金によ

る支出112百万円、長期貸付金の回収による収入45百万円及び有形固定資産の取得による支出83百万円等による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は1,400百万円（前年同期比53.0％減）となりました。これは主に、短期借入金

の減少額1,100百万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 

今後のわが国経済の見通しにつきましては、米国・欧州を中心とした海外経済の減速懸念や急速な円高から輸出

や生産は弱含み、政府による景気刺激策も一巡し、景気は足踏み状態となり、先行きは不透明感が漂っておりま

す。当鉄鋼流通加工業界におきましても、民間設備投資の減少から鋼材需要は低迷を続けており、鋼材市況につい

ても、先行き下落が予想され、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23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22年10月26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）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 

固定資産の減価償却費の算定方法  

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定しております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

（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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常損失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 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「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、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

２．その他の情報

㈱アイ・テック (9964) 平成23年３月期 第２四半期決算短信

4



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）

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 2,255,450 2,097,968

受取手形及び売掛金 14,768,519 14,365,031

商品及び製品 5,328,529 4,010,320

原材料及び貯蔵品 3,682,930 3,071,974

未成工事支出金 1,898,699 1,357,435

繰延税金資産 194,781 926,500

その他 261,957 1,011,005

貸倒引当金 △61,600 △118,300

流動資産合計 28,329,268 26,721,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,504,034 12,491,964

減価償却累計額 △6,031,376 △5,820,140

建物及び構築物（純額） 6,472,657 6,671,824

機械装置及び運搬具 5,857,297 5,793,121

減価償却累計額 △5,039,700 △4,917,590

機械装置及び運搬具（純額） 817,596 875,531

土地 10,245,001 10,245,001

建設仮勘定 48,000 －

その他 344,317 342,527

減価償却累計額 △298,481 △287,097

その他（純額） 45,836 55,430

有形固定資産合計 17,629,092 17,847,786

無形固定資産 51,031 52,398

投資その他の資産   

投資有価証券 507,014 573,557

保険積立金 564,004 557,105

繰延税金資産 751,195 45,447

その他 852,984 885,498

貸倒引当金 △428,685 △417,328

投資その他の資産合計 2,246,512 1,644,280

固定資産合計 19,926,636 19,544,465

資産合計 48,255,904 46,266,401
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（単位：千円）

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   

買掛金 9,228,193 5,784,101

短期借入金 12,399,644 13,500,389

未払法人税等 77,160 55,630

賞与引当金 70,100 71,100

役員賞与引当金 － 31,250

未成工事受入金 982,633 1,229,604

その他 610,937 854,145

流動負債合計 23,368,669 21,526,221

固定負債   

繰延税金負債 477,998 522,804

退職給付引当金 974,806 964,947

役員退職慰労引当金 538,980 527,617

負ののれん 568,772 616,170

通貨オプション 908,882 247,312

その他 39,507 41,007

固定負債合計 3,508,947 2,919,859

負債合計 26,877,616 24,446,081

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 13,455,742 13,859,691

自己株式 △204,429 △204,309

株主資本合計 21,317,120 21,721,189

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,389 14,224

評価・換算差額等合計 △26,389 14,224

少数株主持分 87,556 84,904

純資産合計 21,378,287 21,820,319

負債純資産合計 48,255,904 46,266,401
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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：千円）

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 25,050,675 24,886,598

売上原価 25,255,509 21,735,699

売上総利益又は売上総損失（△） △204,833 3,150,899

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 515,258 506,152

給料手当及び賞与 775,947 671,091

賞与引当金繰入額 55,753 53,259

退職給付費用 39,703 40,773

役員退職慰労引当金繰入額 11,552 13,363

減価償却費 238,361 257,116

その他 927,669 864,064

販売費及び一般管理費合計 2,564,246 2,405,820

営業利益又は営業損失（△） △2,769,080 745,078

営業外収益   

受取利息 2,487 2,654

受取配当金 5,213 5,273

仕入割引 12,358 5,995

受取賃貸料 13,996 16,649

為替差益 － 57,791

負ののれん償却額 50,740 47,397

その他 29,859 35,791

営業外収益合計 114,655 171,554

営業外費用   

支払利息 68,161 41,951

デリバティブ評価損 502,709 911,319

その他 11,641 10,809

営業外費用合計 582,512 964,080

経常損失（△） △3,236,937 △47,447

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,309 43,553

投資有価証券売却益 1,654 －

補助金収入 － 7,703

特別利益合計 9,964 51,256

特別損失   

投資有価証券評価損 4,137 －

特別損失合計 4,137 －

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（△）

△3,231,111 3,809

法人税、住民税及び事業税 39,527 60,909

法人税等調整額 △1,338,337 7,667

法人税等合計 △1,298,809 68,576
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（単位：千円）

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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △64,767

少数株主利益 8,386 2,714

四半期純損失（△） △1,940,688 △67,481
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△3,231,111 3,809

減価償却費 369,921 362,617

負ののれん償却額 △50,740 △46,397

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,309 △45,442

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,700 △1,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △56,400 △31,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,023 9,858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,992 11,363

受取利息及び受取配当金 △7,700 △7,927

支払利息 68,161 41,951

為替差損益（△は益） 199 △1,878

投資有価証券評価損益（△は益） 4,137 －

投資有価証券売却損益（△は益） △1,654 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1,376 △1,828

有形固定資産除却損 50 －

デリバティブ評価損益（△は益） 502,709 911,319

保険解約損益（△は益） △89 △1,384

補助金収入 － △7,703

売上債権の増減額（△は増加） 717,230 △404,146

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,712,348 △2,455,976

その他の流動資産の増減額（△は増加） △44,673 △163,408

仕入債務の増減額（△は減少） △1,190,630 3,441,998

未払消費税等の増減額（△は減少） 247,610 △359,741

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,343,911 △246,970

その他の流動負債の増減額（△は減少） 37,793 23,813

その他 73 △1,004

小計 3,412,777 1,030,669

利息及び配当金の受取額 7,297 8,036

利息の支払額 △67,218 △41,263

補助金の受取額 － 67,317

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △915,255 642,865

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,437,600 1,707,625
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（単位：千円）

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) 

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 △202,931 △83,068

有形固定資産の売却による収入 7,945 4,517

投資有価証券の取得による支出 △614 △636

投資有価証券の売却による収入 2,074 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 200 △1,800

長期貸付けによる支出 △42,500 △112,257

長期貸付金の回収による収入 2,147 45,836

保険積立金の積立による支出 △9,981 △9,879

保険積立金の払戻による収入 9,003 4,364

子会社株式の取得による支出 － △1,000

その他 84,632 △194

投資活動によるキャッシュ・フロー △150,023 △154,117

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） △2,498,749 △1,100,745

自己株式の取得による支出 － △119

配当金の支払額 △478,925 △299,533

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,977,674 △1,400,399

現金及び現金同等物に係る換算差額 △199 1,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △690,296 154,987

現金及び現金同等物の期首残高 2,187,055 2,042,988

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 1,496,758 2,200,470
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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） 

（注）１．事業区分は事業の種類を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(1）鋼材の販売・加工事業……Ｈ形鋼、鋼板、コラム等の一般鋼材の商品及び製品 

(2）鉄骨工事請負事業…………鉄骨工事 

(3）その他事業…………………運送業、倉庫業他 

３．会計処理の方法の変更  

（工事契約に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、鉄骨工事請負事業において、売上高は

1,032,245千円、営業利益は112,852千円それぞれ増加しております。 

【所在地別セグメント情報】 

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重要な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） 

海外売上高がないため、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

  
鋼材の販売
・加工事業 
（千円） 

鉄骨工事
請負事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  19,180,945  5,795,563  74,167  25,050,675  －  25,050,675

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,324,358  451  706,013  2,030,823 (2,030,823)  －

計  20,505,303  5,796,014  780,181  27,081,499 (2,030,823)  25,050,675

営業利益又は営業損失  △2,985,492  240,069  41,445  △2,703,977 (65,102)  △2,769,080
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【セグメント情報】 

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。 

当社は、事業の特性により「鋼材の販売・加工事業」及び「鉄骨工事請負事業」の２つを報告セグメントとし

ております。 

「鋼材の販売・加工事業」は、Ｈ形鋼、鋼板、コラム等の鉄鋼製品の仕入販売・加工販売及びＣ形鋼、合成ス

ラブデッキ、フラットデッキの製造販売しております。 

「鉄骨工事請負事業」は、ゼネコン及び総合商社より鉄骨工事を請負い、子会社及び当社の得意先である鉄骨

加工業者等に加工を発注しております。 

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） 

（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。 

（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。 

該当事項はありません。  

  （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

（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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