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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 632,791 △30.9 8,105 △52.0 5,538 △58.1 2,044 △43.1

21年3月期第3四半期 915,754 ― 16,893 ― 13,216 ― 3,595 ―

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

22年3月期第3四半期 4.89 ―

21年3月期第3四半期 8.59 ―

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

22年3月期第3四半期 405,600 43,797 6.6 64.15
21年3月期 414,928 42,035 6.0 59.61

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  26,830百万円 21年3月期  24,936百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 850,000 △25.4 12,000 △36.9 8,000 △39.1 3,000 ― 7.17
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4.  その他 

(1) 期中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) 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  有  
（注）詳細は、５ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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予想ならびに将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報および合理的な仮定に基づい 
 た推測を前提としております。したがいまして、実際の業績は様々な要因により本資料に記載されたものと大きく異なる結果となる可能性があることに 
 ご留意ください。なお、業績予想に関する事項は、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
・通期の連結業績予想に関する事項につきましては、第３四半期の実績および今後の見通しを勘案し、平成21年５月８日公表の予想数値を修正いたし 
 ました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報」および本日平成 
 22年２月５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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 422,501,010株 21年3月期  422,501,010株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,266,552株 21年3月期  4,173,604株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 418,298,761株 21年3月期第3四半期 418,385,795株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日～12月31日）の当社グループを取り巻く世界経済はいまだ不透明な状況に

あるものの、中国などアジア諸国における景気刺激策等による内需拡大を契機に、緩やかながらも回復の兆しが出ておりま

す。一方、国内経済は、アジア向け輸出を中心として持ち直しの動きがあるものの、設備投資の抑制や円高、デフレの影響に

加えて雇用環境も厳しく、予断を許さない状況となっております。 

 このような環境の中、当社グループは得意とする商品や知識を組み合わせて提供する実業型商社として『お役立ち』を実

践してまいりました。あわせて、コスト削減および収益改善施策を継続的に実施いたしました。 

 しかしながら、需要低迷にともなう取扱高減少の影響などにより、鉄鋼・プラント部門、ライフサイエンス・エネルギー部門を

中心に伸び悩み、売上高は、前年同期比 2,829 億 63 百万円（30.9%)減少の 6,327 億 91 百万円、売上総利益は 138 億 96 

百万円(20.4%)減少の 543 億 46 百万円、営業利益は 87 億 88 百万円(52.0%)減少の 81 億 5 百万円となりました。営業外収

支は、有利子負債の削減による利息収支の改善ならびに為替損益の改善により 11 億 11 百万円良化いたしました。その結

果、経常利益は前年同期比 76 億 78 百万円(58.1%)減少の 55 億 38 百万円となりました。 

特別損益では、訴訟関連損失が発生しましたが、貸倒引当金戻入益や投資有価証券売却益により 1 億 70 百万円の利益

となり、税金等調整前四半期純利益は、前年同期比 50 億 32 百万円(46.8%)減少の 57 億 9 百万円となりました。ここから税

金費用と少数株主利益を差し引いた当第３四半期の純利益は、前年同期比 15 億 51 百万円(43.1%)減少の 20 億 44 百万円

となりました。 

  

  事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりです。 

  

  (1) ＩＴ  

ＩＴ部門においては、電子材料・半導体装置関連等で明るい兆しは見られるものの、依然として市況低迷、設備投資減少の

影響にともない、電子部品・半導体装置関連、ソリューション関連事業を中心に取扱高が減少しました。その結果、ＩＴ部門の売

上高は前年同期比 412 億 70 百万円減少の 1,678 億 16 百万円、営業利益は前年同期比 19 億 84 百万円減少の 31 億 

51 百万円となりました。 

  

  (2) 食品・食糧 

食品事業においては、商品価格の下落や円高の影響により売上高が減少したものの、利益率が改善したことや低価格商品

が堅調であった事に加え、加工度の高い商品を軸に水産取引が着実に利益を確保しました。一方、食糧事業では、穀物相場

の下落による売上高の減少や、飼料関連取引における販売価格の低迷など、業界全般に厳しい環境が続きました。その結

果、食品・食糧部門の売上高は前年同期比 548 億 41 百万円減少の 2,034 億 31 百万円、営業利益は前年同期比 7 億 64 

百万円減少の 27 億 74 百万円となりました。 

  

  (3) 鉄鋼・プラント 

鉄鋼事業においては、中東向け輸出は堅調に推移しましたが、北米向け輸出および国内鉄鋼は需要回復の遅れを受け苦

戦を強いられました。プラント事業においては、中国の自動車需要拡大を背景に中国向け自動車関連部品取引は好調に推

移しましたが、輸送機事業全体は、市況低迷、円高等の影響により低調でした。中東向け石油化学プラント関連取引は順調に

推移しました。工作機械においては、企業の設備投資抑制により、厳しい受注環境が継続しました。その結果、鉄鋼・プラント

部門の売上高は前年同期比 792 億 45 百万円減少の 1,045 億 27 百万円、営業利益は 54 億 41 百万円減少の 9 億 73 百

万円となりました。 

  

  (4) ライフサイエンス・エネルギー 

ライフサイエンス事業においては、原油価格の下落にともなう化学品の価格下落やジェネリック医薬品の台頭による医薬品

原末の輸出取引が不振だったことなどから、低調に推移しました。エネルギー事業においては、景気低迷による需要の減少に

ともない取り扱い数量が減少したことに加え、石油製品価格の下落により苦戦を強いられました。その結果、ライフサイエンス・

エネルギー部門の売上高は前年同期比 949 億 7 百万円減少の 1,446 億 50 百万円、営業利益は前年同期比 15 億 3 百万

円減少の 5 億 82 百万円となりました。 

  

  (5) その他 

その他の事業セグメントにおいては、主としてアルミリサイクル事業の縮小にともない、売上高は前年同期比 127 億 1 百万

円減少の 123 億 65 百万円、営業利益はアルミリサイクル事業の採算が改善したことから、前年同期比 11 億 30 百万円増加

し、2 億 93 百万円の黒字転換となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報
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 （資産、負債および純資産の状況）  

 当第３四半期末の総資産は、取引高の減少によって営業債権が減少し、前連結会計年度末比 93 億 28 百万円減少の 

4,056 億円となりました。 

 有利子負債については、海外店における季節性資金の返済等により借入金が前連結会計年度末比 108 億 23 百万円減

少の 2,027 億 84 百万円となり、ネット有利子負債も現預金の増加によって前連結会計年度末比 144 億 41 百万円減少の 

1,201 億 41 百万円となりました。 

 純資産については、主として四半期純利益による利益剰余金の改善により前連結会計年度末比 17 億 62 百万円増加の 

437 億 97 百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末比 0.6 ポイント改善の 6.6 ％、ネットDERも 5.4 

倍から 4.5 倍に改善いたしました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売掛債権等の回収およびたな卸資産の減少等に

より、163 億 33 百万円の収入（前年同期は 23 億 22 百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、定期

預金の預入による支出等があったことから 201 億 32 百万円の支出（前年同期は 2 億 59 百万円の収入）となりました。財務活

動によるキャッシュ・フローは借入金の返済により、115 億 65 百万円の支出（前年同期は 96 億 40 百万円の支出）となりまし

た。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 631 億 97 百万円となり、前連結会計年

度末比 154 億 58 百万円の減少となりました。  

  

現下の世界経済は、中国・インドをはじめとした新興国の経済成長に牽引され徐々に回復に向かいつつありますが、各国の

金融引締めの動きや国際的緊張の高まりなどもあり、予断を許さない状況です。また、新興国向け取引に若干明るさの見える

我が国の経済も、引き続き個人消費や雇用環境の改善の兆しが見えず、当面、全般的な景気回復は期待できないものと思わ

れます。 

このような状況において、当期の通期連結業績予想につきましては、当第３連結累計期間における業績の進捗状況と、今

後の需給動向などを勘案した結果、平成21年 5 月 8 日に発表した業績予想を、本日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」のとおり修正することとしました。  

  

  ＜連結業績予想＞ 

  

なお、本資料に記載されている業績予想ならびに将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な

情報および合理的な仮定に基づいた推測を前提としております。したがいまして、実際の業績は様々な要因により本資料に記

載されたものと大きく異なる結果となる可能性があることにご留意ください。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

  

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

   1,000,000 

 百万円 

      15,500 

百万円 

      11,500 

 百万円 

       5,000 

円 銭 

       11.95 

今回発表予想（Ｂ）      850,000       12,000        8,000        3,000         7.17 

増減額（Ｂ－Ａ）    △150,000      △3,500      △3,500      △2,000           － 

増減率（％）       △15.0       △22.6       △30.4       △40.0           － 

(ご参考)前期実績 

(平成21年3月期） 
   1,138,755       19,027       13,127     △12,787      △30.56 
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  該当事項はありません。 

    （参考）連結範囲および持分法の適用に関する事項 

              連結子会社数       85社 （増加  1社 減少  5社） 

             持分法適用非連結子会社数  6社 （増加  -社 減少  1社） 

              持分法適用関連会社数   28社 （増加   -社 減少   -社）   

  

1. 簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一般債権の貸倒見積高の算定については、当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末

に算定したものと著しい変化がないと認められるため、主として前連結会計年度の決算において算定した貸倒

実績率等の合理的な基準を使用しております。 

  

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 また、通常の販売目的で保有するたな卸資産の簿価の切下げに関して、一部の連結子会社は、収益性が低下

していることが明らかなたな卸資産についてのみ正味売却価額を見積り、簿価の切下げを行っております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算

定しております。 

  

④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 

 当第３四半期連結会計期間末の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、前連結会計年度の決算において

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しております。 

  

2. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 一部の連結子会社は、税金費用の計算について、当第３四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。  

  

 該当事項はありません。  

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 82,642 79,025

受取手形及び売掛金 ※5  140,771 144,470

リース投資資産 532 301

有価証券 － 15

たな卸資産 ※1  52,107 ※1  60,241

短期貸付金 2,164 2,772

繰延税金資産 1,064 2,021

その他 30,747 28,221

貸倒引当金 △607 △772

流動資産合計 309,423 316,296

固定資産   

有形固定資産 ※2  29,233 ※2  30,094

無形固定資産 1,814 2,054

投資その他の資産   

投資有価証券 37,325 37,893

長期貸付金 13,030 13,448

固定化営業債権 15,685 19,409

繰延税金資産 14,353 14,837

その他 8,848 9,115

貸倒引当金 △24,114 △28,221

投資その他の資産合計 65,128 66,482

固定資産合計 96,177 98,631

資産合計 405,600 414,928
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※5  110,593 106,468

短期借入金 110,448 103,534

リース債務 293 152

未払法人税等 281 2,282

繰延税金負債 0 1

その他 35,112 36,906

流動負債合計 256,728 249,344

固定負債   

長期借入金 92,336 110,073

リース債務 554 345

繰延税金負債 290 283

退職給付引当金 2,837 2,860

訴訟損失引当金 － 610

役員退職慰労引当金 619 681

負ののれん 15 92

その他 8,421 8,601

固定負債合計 105,074 123,548

負債合計 361,803 372,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 27,781 27,781

資本剰余金 27,642 27,644

利益剰余金 △1,742 △3,786

自己株式 △637 △632

株主資本合計 53,043 51,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65 △891

繰延ヘッジ損益 150 173

土地再評価差額金 58 58

為替換算調整勘定 △26,356 △25,409

評価・換算差額等合計 △26,213 △26,070

少数株主持分 16,967 17,099

純資産合計 43,797 42,035

負債純資産合計 405,600 414,928
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 915,754 632,791

売上原価 847,511 578,445

売上総利益 68,242 54,346

販売費及び一般管理費 ※1  51,349 ※1  46,241

営業利益 16,893 8,105

営業外収益   

受取利息 841 519

受取配当金 575 571

為替差益 － 600

その他 1,260 923

営業外収益合計 2,676 2,614

営業外費用   

支払利息 4,221 3,299

持分法による投資損失 413 683

その他 1,718 1,197

営業外費用合計 6,354 5,180

経常利益 13,216 5,538

特別利益   

有形固定資産売却益 30 17

投資有価証券売却益 722 454

貸倒引当金戻入額 275 609

特別利益合計 1,027 1,081

特別損失   

固定資産処分損 86 88

減損損失 247 87

投資有価証券売却損 76 18

投資有価証券評価損 364 137

たな卸資産評価損 ※2  558 －

関係会社整理損 1 48

特定事業用資産評価損 478 －

関係会社貸倒引当金繰入額 21 －

特定事業債権貸倒引当金繰入額 1,668 －

訴訟関連損失 － 529

特別損失合計 3,502 910

税金等調整前四半期純利益 10,741 5,709

法人税、住民税及び事業税 3,805 1,436

法人税等調整額 2,052 1,385

法人税等合計 5,858 2,822

少数株主利益 1,287 842

四半期純利益 3,595 2,044
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 10,741 5,709

減価償却費 2,395 2,292

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,550 △531

退職給付引当金の増減額（△は減少） △854 △48

受取利息及び受取配当金 △1,416 △1,090

支払利息 4,221 3,299

持分法による投資損益（△は益） 413 683

固定資産処分損益（△は益） 56 70

減損損失 247 87

投資有価証券売却損益（△は益） △645 △435

投資有価証券評価損益（△は益） 364 137

訴訟関連損失 － 529

売上債権の増減額（△は増加） 17,065 6,427

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,285 7,972

仕入債務の増減額（△は減少） △23,807 4,463

その他 3,645 △6,274

小計 8,692 23,293

利息及び配当金の受取額 1,489 981

利息の支払額 △3,536 △2,703

法人税等の支払額 △4,322 △4,099

訴訟関連損失の支払額 － △1,140

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,322 16,333

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 47 △19,073

有形固定資産の取得による支出 △2,303 △869

有形固定資産の売却による収入 206 187

無形固定資産の取得による支出 △373 △711

投資有価証券の取得による支出 △140 △1,200

投資有価証券の売却による収入 1,627 589

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1 －

貸付けによる支出 △631 △422

貸付金の回収による収入 1,712 1,313

その他 115 53

投資活動によるキャッシュ・フロー 259 △20,132

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） △2,032 △7,760

長期借入れによる収入 11,250 10,253

長期借入金の返済による支出 △18,414 △13,356

少数株主からの払込みによる収入 100 60

その他 △543 △760

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,640 △11,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,868 △94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,926 △15,458

現金及び現金同等物の期首残高 74,437 78,655

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）

692 0

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  66,203 ※1  63,197
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 該当事項はありません。 

  

          前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注） 商品・サービス別の経営管理区分にしたがって、事業区分を行っております。（複数の事業区分に属する連結 

         子会社については事業の種類別集計を行い、区分しております。） 

  

 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

【事業の種類別セグメント情報】

  
ＩＴ 

（百万円） 
食品・食糧
（百万円） 

鉄鋼・
プラント 

（百万円） 

ライフサイ
エンス・ 

エネルギー 
（百万円） 

その他
（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  209,086  258,272  183,772  239,557  25,066  915,754  －  915,754

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 46  9  886  53  49  1,045  (1,045)  －

計  209,132  258,281  184,658  239,610  25,115  916,800  (1,045)  915,754

営業利益又は営業損失（△）  5,135  3,538  6,414  2,085  △837  16,336  556  16,893

  
ＩＴ 

（百万円） 
食品・食糧
（百万円）

鉄鋼・
プラント 

（百万円） 

ライフサイ
エンス・ 

エネルギー 
（百万円）

その他
（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  167,816 203,431 104,527 144,650 12,365  632,791  － 632,791

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 14 5 211 31 29  292  (292) －

計  167,831 203,436 104,739 144,681 12,395  633,084  (292) 632,791

営業利益  3,151 2,774 973 582 293  7,776  328 8,105

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

2010/02/03 18:01:31
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（７）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１.  たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 ※１.  たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

商品及び製品     百万円 49,029

販売用不動産     963

原材料及び貯蔵品       1,029

仕掛品       1,084

計     百万円 52,107

商品及び製品     百万円 57,102

販売用不動産    978

原材料及び貯蔵品   1,278

仕掛品  882

計      百万円 60,241

※２. 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。 

31,991 ※２. 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。 

31,001

 ３. 保証債務 

 連結会社以外の会社の銀行借入金等に対し、債務

保証を行っております。 

 ３. 保証債務 

 連結会社以外の会社の銀行借入金等に対し、債務

保証を行っております。 

Century Textile Industry      百万円 1,041

True Corporation Public       407

Watana Inter-Trade       157

その他  2,867

計      百万円 4,474

Century Textile Industry    百万円 1,222

True Corporation Public           407

ジャパンロジスティクス        168

その他  2,909

計      百万円 4,708

 上記には、保証類似行為が含まれております。  上記には、保証類似行為が含まれております。 

 ４. 受取手形割引高は 百万円（うち輸出割引手形

百万円）、裏書手形譲渡高は 百万円であり

ます。 

5,849

5,151 117

 ４. 受取手形割引高は 百万円（うち輸出割引手 

   形 百万円）、裏書手形譲渡高は 百万円であ

     ります。 

16,446

14,393 177

※５． 四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理をしており

ます。 

    なお、当四半期連結会計期間末日は金融機関の休

日であったため、次の満期手形が四半期連結会計期

間末日の残高に含まれております。 

    受取手形              百万円 

       支払手形              百万円  

1,835

1,313

 ５．       ――――――― 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。 

※１. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。 

従業員給料及び賞与      百万円 20,128

貸倒引当金繰入額      百万円 242

従業員給料及び賞与      百万円 17,794

貸倒引当金繰入額      百万円 40

※２. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号 平成18年７月５日）の適用にともなう

期首時点のたな卸資産に係る簿価切下額でありま

す。 

  ２.             ―――――――― 

2010/02/04 12:19:01
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 当社子会社であった兼松環境株式会社（現船橋環境株式会社）の株式および債権譲渡契約（平成20年３月売却）に

関し、譲渡先より表明保証に基づく補償に関して平成21年12月に東京地方裁判所において訴訟の提起（訴訟物の価額

3,300百万円）を受けております。  

  

  

（四半期連結キャッシュ･フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１. 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20年12月31日現在)

※１. 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12月31日現在)

  

現金及び預金勘定 百万円66,471

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
 △268

現金及び現金同等物 百万円66,203

現金及び預金勘定 百万円82,642

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
 △19,445

現金及び現金同等物 百万円63,197

６．その他の情報
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平成22年 2月 5日
兼 松 株 式 会 社

平成２２年３月期　第３四半期　連結決算ハイライト
（単位：億円）

■前年同期比で減収減益 増減 増減率

売    上    高　 億円 の減収 　総資産 4,149 4,056 △ 93  △2.2%

 営　業 　利　益　 億円 の減益 　グロス有利子負債 2,136  2,028 △ 108  △5.1%

 経　常 　利　益　 億円 の減益 　ネット有利子負債 1,346 1,201 △ 144  △10.7%

 当 期 純 利 益　 億円 の減益 　 株主資本 510 530 20 4.0%

　 　（内、利益剰余金） △ 38 △ 17 20 -

（単位：億円） 　 評価・換算差額等 △ 261 △ 262 △ 1 -

　 少数株主持分 171 170 △ 1  △0.8%

増減額 増減率 進捗率 　純資産合計 420 438 18 4.2%

売上高 △ 2,830  △30.9% 74.4% 　自己資本（注1） 249 268 19 7.6%

売上総利益 △ 139  △20.4% - 　自己資本比率　（注2） 6.0% 6.6% 0.6pt改善 -

　販売費・一般管理費 △ 51  △9.9% - 　ネットDER　　（注3） 5.4倍 4.5倍 0.9pt改善 -

営業利益 △ 88  △52.0% 67.5%
（注1）自己資本＝純資産－少数株主持分　　（注2）自己資本比率＝自己資本／総資産　　（注3）ネットDER＝ネット有利子負債／自己資本

　受取配当金 △ 1 - -

　利息収支 6 - -

　持分法損益 △ 3 - -

　その他 8 - -

  営業外収支 11 - -

経常利益 △ 77  △58.1% 69.2%

　特別利益 1 - -

　特別損失 26 - -

税引前当期純利益 △ 50  △46.8% -

　法人税等及び少数株主利益 35 - -

当期純利益 △ 16  △43.1% 68.1%

（単位：億円）

H21/3期 H22/3期 前年同期比 H21/3期 H22/3期 前年同期比

第3四半期 第3四半期 増減 第3四半期 第3四半期 増減

　　Ｉ　　　　Ｔ 2,091 1,678 △ 413 51 32 △ 20

　食品・食糧 2,583 2,034 △ 548 35 28 △ 8

鉄　　鋼 1,114 636 △ 477 54 21 △ 33

プラント 724 409 △ 315 10 △ 11 △ 21

　鉄鋼・プラント 1,838 1,045 △ 792 64 10 △ 54

エネルギー 2,153 1,271 △ 882 16 2 △ 14

ライフサイエンス 243 176 △ 67 5 3 △ 2

　ライフサイエンス・エネルギー 2,396 1,447 △ 949 21 6 △ 15

　そ　の　他 251 124 △ 127 △ 8 3 11

　消去又は全社 - - - 6 3 △ 2

　合　　　計 9,158 6,328 △ 2,830 169 81 △ 88
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各部門の実績概要
【Ｉ　Ｔ】
電子部品・半導体装置関連、ソリューション関連事業を中心に取扱
高が減少し、全体で減収減益。

【食品・食糧】
食品事業は、低価格品販売や加工度を高めた水産取引で利益確
保。食糧事業は、穀物相場下落や飼料関連取引の販売価格低迷に
より、全体で減収減益。

【鉄鋼・プラント】
中東向け取引、中国向け自動車関連取引は堅調に推移するも、北
米向け、国内鉄鋼、輸送機関連、工作機械は厳しい外部環境が継
続し、全体で減収減益。

【ライフサイエンス・エネルギー】
原油価格下落に伴う製品価格下落や需要減少の影響により、全体
で減収減益。

【その他】
アルミリサイクル事業の縮小により減収となったが、同事業の採算
改善等により、黒字転換。

概要

【総資産】
営業資産等の減少を主因として、
９３億円減少。

【有利子負債】
海外店における季節性資金の返済等により、
グロス有利子負債は１０８億円減少。
ネット有利子負債は現預金の増加もあり、
１４４億円減少。

【純資産】
当期純利益の計上により株主資本が増加し、
自己資本比率は6.6%、
ネットＤＥＲは4.5倍に改善

平成２１年３月末比
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-

-
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20

資産・負債及び
純資産の状況
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部門別セグメント情報

損益の状況
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第3四半期累計実績
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△ 35

107
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H22/3期
第3四半期累計実績

6,328

543

462

81

5

△ 28

△ 7

3

57

△ 37

20

△ 26

55

11

△ 9

売上高・売上総利益
需要低迷に伴う取扱高の減少や商品価格の
下落に伴い、減収減益。

営業利益
販売費及び一般管理費が減少したものの、売
上総利益の減少に伴い減益。

経常利益
持分法損益が悪化したものの、有利子負債の
削減による利息収支と為替損益の改善によ
り、営業外収支は良化。しかし、営業利益の落
ち込みにより減益。

当期純利益
税金費用・少数株主利益等の減少はあったも
のの、税前利益までの落ち込みが影響し、前
年同期比で減益。

当期実績の概要

売上高推移
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経常利益推移
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＊本資料に記載されている業績予想ならびに将来に関する記述は、当社が発表日現在入手可能な情報および合理的な仮定に基づいた推測を
　 前提としたものであり、実際の業績は様々な要因により本資料に記載されたものと大きく異なる可能性があることにご留意ください。
＊記載の数値は億円未満を四捨五入しておりますので、個別数値と合計数値が異なる場合があります。

　通期業績見通しを修正
(億円)  　　　期初計画　　　通期見通し　　    増減額
売上高           10,000　　　　　 8,500          -1,500
営業利益            155　　　　　 　 120             -35
経常利益            115　　　　　 　　 80             -30
当期純利益          50                 28             -22
　(*)詳細は本日公表「業績修正のお知らせ」をご参照く
ださい。

■当第３四半期の業績は、前年同期比で減収減益
　　　　　　　・売 上 高　     ： ６，３２８億円     ３０．９％の減収
　　　　　　　・営業利益　    ：       ８１億円　   ５２．０％の減益
　　　　　　　・経常利益　    ：　     ５５億円　   ５８．１％の減益
               ・当期純利益　 ：　     ２０億円　   ４３．１％の減益
　
■通期見通しを修正 （前期比：売上高△２５．４％、営業利益△３６．９％、経常利益△３９．１％）
　　　　　　　*詳細につきましては、本日別途開示の「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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