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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 487,192 △1.3 9,897 △14.1 8,800 △7.0 6,019 △5.8
24年3月期第2四半期 493,380 8.5 11,517 24.9 9,465 24.8 6,391 58.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 5,124百万円 （10.9％） 24年3月期第2四半期 4,621百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 14.36 ―
24年3月期第2四半期 15.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 373,081 60,920 11.6
24年3月期 399,753 55,992 9.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  43,402百万円 24年3月期  39,008百万円

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  
（注）25年3月期の配当額は未定であります。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25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  
（注）当社の経営計画・業績評価は年次ベースで行っております。 

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 1,050,000 4.3 20,000 △6.7 16,000 △9.9 8,000 30.9 19.11
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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（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  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】4ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「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」第10条の5に該当するものであります。詳細は、【添付資料】4ページ「２．サマリー 
   情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
１．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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、【添付資料】3ページ「１．当四半期決算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」をご参照ください。 
 
２．当社は、平成24年11月9日（金）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やか 
  に当社ホームページに掲載する予定です。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 422,501,010 株 24年3月期 422,501,010 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,697,372 株 24年3月期 3,796,915 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 419,229,493 株 24年3月期2Q 418,604,504 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（平成24年４月１日～９月30日）における世界経済は、米国においては緩やかな景気の

回復が続きましたが、欧州においては経済不振が継続しており、中国およびアジア新興国において欧州向け輸出が鈍

化するなどの影響により、経済成長は減速傾向にあります。 

 一方、わが国経済は、中国など海外の経済の減速の影響等により、全体的には足踏み状態となりました。 

  このような環境のもと、当第２四半期連結累計期間の当社グループの業績は、次のとおりとなりました。 

  

 連結売上高は、前年同期比61億88百万円（1.3%）減少の4,871億92百万円となりました。売上総利益は、売上高の

減少に伴い、前年同期比８億63百万円（2.1%）減少の399億84百万円となりました。営業利益は、前年同期比16億20

百万円（14.1%）減少し、98億97百万円となりました。営業外収支は、為替差損益の良化や支払利息の減少および持

分法による投資損失の改善等により、９億54百万円良化しました。その結果、経常利益は６億65百万円（7.0%）減少

の88億円になりました。特別損益は、投資有価証券売却益などを計上し７億67百万円の利益となり、税金等調整前四

半期純利益は、前年同期比３億75百万円（4.1%）増加の95億67百万円となり、四半期純利益は、前年同期比３億72百

万円（5.8%）減少の60億19百万円となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりです。なお、当社グループは、第１四半期連結会計期間より、組織改編を行った

ことに伴い、従来の「電子・ＩＴ」から「電子」に報告セグメントの名称を変更しております。 

  

① 電子 

 ICT・モバイルソリューション事業は、引き続きスマートフォンの買い替え需要等携帯端末市場の好況を受け、順

調に推移しました。また、前期は震災の影響等により低調だった半導体部品・製造装置事業も、当期は比較的好調に

推移しました。                                         

 その結果、電子セグメントの売上高は前年同期比55億10百万円増加の1,305億48百万円、営業利益は７億24百万円

増加の57億38百万円となりました。 

  

② 食品・食糧 

 食品事業は、需給環境が比較的安定しており、堅調に推移しました。畜産事業は、需要を超えた輸入数量の増加や

畜肉の国内生産増加等による市況低迷の影響で低調に推移しました。食糧事業は、米国大干ばつの影響で穀物市況が

高騰する中、米国以外からの原料調達を図り安定供給に努めてきたものの、苦戦をしいられました。 

 その結果、食品・食糧セグメントの売上高は前年同期比34億98百万円減少の1,426億46百万円、営業利益は12億67

百万円減少の17億53百万円となりました。 

  

③ 鉄鋼 

 北米向け鋼管取引が堅調に推移する一方で、アジア向け鋼板および鉄鉱石の出荷が低調に推移しました。 

 その結果、鉄鋼セグメントの売上高は前年同期比44億91百万円減少の467億59百万円、営業利益は５億６百万円減

少の13億70百万円となりました。 

  

④ 機械・プラント 

 工作機械・産業機械関連取引は、取引先の設備投資需要や設備更新需要を取り込み順調に推移しました。プラント

関連取引は、政府ODA関連事業を中心に堅調に推移しました。輸送機関連取引は、アジア向け輸出が低調でした。 

 その結果、機械・プラントセグメントの売上高は前年同期比88億71百万円減少の270億57百万円、営業利益は96百

万円増加の５億13百万円となりました。  

   

⑤ 環境・素材 

 化学品事業は、車載用電池原料の輸出取引がやや低調に推移する一方で、医薬品原料・健康食品の輸入取引は堅調

に推移しました。エネルギー事業は、市況が高止まりする中、取扱数量は堅調に推移する一方で、販売先への価格転

嫁が進まず苦戦しました。 

 その結果、環境・素材セグメントの売上高は前年同期比47億５百万円増加の1,308億４百万円、営業利益は６億20

百万円減少の２億83百万円となりました。 

  

⑥ その他 

 売上高は前年同期比４億56百万円増加の93億76百万円となりましたが、アルミリサイクル事業の採算が悪化したこ

とから、営業利益は39百万円減少し、２億33百万円となりました。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  

① 資産、負債および純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末比266億72百

万円減少の3,730億81百万円となりました。 

 有利子負債については、前連結会計年度末比169億32百万円減少し、1,439億15百万円となりました。そこから現金

及び預金を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末比79億94百万円減少の820億18百万円となりました。 

 純資産については、四半期純利益による利益剰余金の積み上げ等により、前連結会計年度末比49億28百万円増加の

609億20百万円となり、純資産から少数株主持分を除いた自己資本は、前連結会計年度末比43億94百万円増加の434億

２百万円となりました。 

 その結果、自己資本比率は前連結会計年度末比1.8ポイント改善の11.6%、ネット有利子負債資本倍率（ネット

DER）も2.3倍から1.9倍に改善しました。 

  

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営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出の一方で、

営業利益の積み上げ等により、13億55百万円の収入（前年同期は94億33百万円の収入）となりました。投資活動によ

るキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却や貸付金の回収等により、72億円の収入（前年同期は25億62百万円の

収入）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、174億３百万円の支出（前年

同期は55億34百万円の支出）となりました。 

 その結果、当第２四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615億19百万円となり、前連結会計

年度末比90億75百万円の減少となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 期初の想定どおり、世界経済は、欧州債務問題や中国およびアジア新興国における経済成長の減速など、依然とし

て不透明な状況が継続しており、当連結会計年度の連結業績予想は、平成24年５月８日公表の連結業績予想から変更

はありません。 

なお、上記の予想は、本資料の発表日現在における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影響を受け、見通し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。   
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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 

  （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２四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

じて計算しております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更  

   （減価償却方法の変更） 

 一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。    

   

２．サマリー情報（注記事項）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 70,835 61,897

受取手形及び売掛金 163,782 153,927

リース投資資産 666 630

たな卸資産 57,113 62,412

短期貸付金 974 345

繰延税金資産 3,322 1,886

その他 22,180 18,145

貸倒引当金 △294 △301

流動資産合計 318,581 298,945

固定資産   

有形固定資産 27,028 25,578

無形固定資産 1,905 2,294

投資その他の資産   

投資有価証券 29,867 27,328

長期貸付金 5,790 2,436

固定化営業債権 1,886 2,038

繰延税金資産 10,842 11,974

その他 7,585 6,182

貸倒引当金 △3,734 △3,697

投資その他の資産合計 52,238 46,262

固定資産合計 81,172 74,135

資産合計 399,753 373,081

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 138,627 126,304

短期借入金 78,444 74,484

リース債務 726 728

未払法人税等 1,863 1,495

繰延税金負債 1 0

資産除去債務 35 4

その他 27,138 26,691

流動負債合計 246,837 229,709

固定負債   

長期借入金 82,403 69,431

リース債務 1,394 1,271

繰延税金負債 160 115

退職給付引当金 2,736 2,955

訴訟損失引当金 910 －

役員退職慰労引当金 537 336

資産除去債務 821 834

その他 7,958 7,505

固定負債合計 96,922 82,450

負債合計 343,760 312,160
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 27,781 27,781

資本剰余金 27,597 27,529

利益剰余金 15,003 21,022

自己株式 △550 △381

株主資本合計 69,830 75,951

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 137 △579

繰延ヘッジ損益 492 △222

土地再評価差額金 66 66

為替換算調整勘定 △31,519 △31,812

その他の包括利益累計額合計 △30,822 △32,548

少数株主持分 16,984 17,518

純資産合計 55,992 60,920

負債純資産合計 399,753 373,081
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 493,380 487,192

売上原価 452,533 447,208

売上総利益 40,847 39,984

販売費及び一般管理費 29,330 30,086

営業利益 11,517 9,897

営業外収益   

受取利息 246 248

受取配当金 450 494

為替差益 － 212

その他 374 496

営業外収益合計 1,071 1,452

営業外費用   

支払利息 2,095 1,829

持分法による投資損失 180 7

為替差損 195 －

その他 651 712

営業外費用合計 3,123 2,549

経常利益 9,465 8,800

特別利益   

有形固定資産売却益 20 10

投資有価証券売却益 49 2,477

関係会社整理益 10 －

特別利益合計 80 2,487

特別損失   

固定資産処分損 29 55

減損損失 － 731

投資有価証券売却損 271 568

投資有価証券評価損 53 293

訴訟関連損失 － 71

特別損失合計 354 1,720

税金等調整前四半期純利益 9,192 9,567

法人税、住民税及び事業税 1,935 1,966

法人税等調整額 192 779

法人税等合計 2,127 2,746

少数株主損益調整前四半期純利益 7,064 6,821

少数株主利益 673 802

四半期純利益 6,391 6,019
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,064 6,821

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △708 △721

繰延ヘッジ損益 △132 △709

為替換算調整勘定 △1,571 △533

持分法適用会社に対する持分相当額 △31 267

その他の包括利益合計 △2,443 △1,696

四半期包括利益 4,621 5,124

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,953 4,293

少数株主に係る四半期包括利益 667 831
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 9,192 9,567

減価償却費 1,202 1,230

貸倒引当金の増減額（△は減少） △187 48

退職給付引当金の増減額（△は減少） 115 216

受取利息及び受取配当金 △697 △743

支払利息 2,095 1,829

持分法による投資損益（△は益） 180 7

固定資産処分損益（△は益） 12 45

減損損失 － 731

投資有価証券売却損益（△は益） 222 △1,909

投資有価証券評価損益（△は益） 53 293

訴訟関連損失 － 71

売上債権の増減額（△は増加） 5,988 9,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,778 △5,075

仕入債務の増減額（△は減少） 3,004 △12,357

その他 △682 2,539

小計 12,721 5,504

利息及び配当金の受取額 676 760

利息の支払額 △2,092 △1,839

法人税等の支払額 △1,873 △2,089

訴訟関連損失の支払額 － △981

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,433 1,355

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） 857 △99

有形固定資産の取得による支出 △794 △844

有形固定資産の売却による収入 535 643

無形固定資産の取得による支出 △247 △537

投資有価証券の取得による支出 △97 △197

投資有価証券の売却による収入 849 2,754

子会社株式の取得による支出 △0 △0

貸付けによる支出 △80 △26

貸付金の回収による収入 1,414 4,341

その他 126 1,167

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,562 7,200

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） 1,288 △1,686

長期借入れによる収入 10,875 4,150

長期借入金の返済による支出 △17,357 △19,399

少数株主からの払込みによる収入 4 －

その他 △345 △467

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,534 △17,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 △403 △227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,057 △9,075

現金及び現金同等物の期首残高 67,426 70,594

現金及び現金同等物の四半期末残高 73,483 61,519
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該当事項はありません。   

     

該当事項はありません。    

   

Ⅰ 前第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） 

１．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セグメントであり、アルミリサイクル事業および物 

流・保険サービス事業等を含んでおります。  

２. セグメント利益の調整額12百万円には、主にセグメント間取引消去12百万円が含まれております。 

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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 当第２四半期連結累計期間において、該当事項はありません。  

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 当第２四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 当第２四半期連結累計期間において、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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  報告セグメント

その他
(百万円)
（注）１

合計 
(百万円) 

調整額 
(百万円)
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(百万円)
(注）３

  
電子 

(百万円) 

  食品・ 
食糧 

(百万円) 

鉄鋼
(百万円)

機械・
プラント
(百万円)

  環境・
素材 

(百万円)

計
(百万円)

売上高                     

外部顧客に対する売上高  125,038  146,144 51,250 35,928 126,099 484,460 8,920  493,380 － 493,380

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 33  2 46 7 20 111 27  138  △138 －

  計  125,071  146,147 51,297 35,935 126,119 484,571 8,947  493,519  △138 493,380

セグメント利益  5,014  3,020 1,876 417 903 11,232 272  11,505  12 11,517
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．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セグメントであり、アルミリサイクル事業および物 

流・保険サービス事業等を含んでおります。  

２. セグメント利益の調整額4百万円には、主にセグメント間取引消去4百万円が含まれております。 

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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 当第２四半期連結累計期間において、該当事項はありません。  

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 当第２四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 当第２四半期連結累計期間において、該当事項はありません。  

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 第１四半期連結会計期間より、組織改編を行ったことに伴い、従来の「電子・ＩＴ」から「電子」に報告

セグメントの名称を変更しております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの名称で記載しておりま

す。  

  

  報告セグメント

その他
(百万円)
（注）１

合計 
(百万円) 

調整額 
(百万円)
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(百万円)
(注）３

  
電子 

(百万円) 

  食品・ 
食糧 

(百万円) 

鉄鋼
(百万円)

機械・
プラント
(百万円)

  環境・
素材 

(百万円)

計
(百万円)

売上高                     

外部顧客に対する売上高  130,548  142,646 46,759 27,057 130,804 477,816 9,376  487,192 － 487,192

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 37  2 115 2 11 169 24  194  △194 －

  計  130,585  142,648 46,875 27,060 130,815 477,985 9,401  487,387  △194 487,192

セグメント利益  5,738  1,753 1,370 513 283 9,659 233  9,892  4 9,897
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子会社における油井管加工事業の譲受 

 当社100％子会社のKanematsu USA Inc.（本社：米国ニューヨーク、社長：熊谷克彦）と、JFEスチール株式会

社（本社：東京都千代田区、社長：林田英治、以下「JFEスチール」）との共同で設立した持株会社等を通じて

所有するBenoit Premium Threading,LLC（当社の実質持分比率は58.67％の予定）は、平成24年10月25日付で、

米国のBenoit Machine LLC（以下「Benoit社」）の油井管加工に関する事業および関連保有資産を、91,500千米

ドル（約7,320百万円）にて譲受ける契約を締結しました。 

  

１．事業譲受の理由  

 米国では中長期的なエネルギー開発の拡大が見込まれており、内陸部のシェールガス・シェールオイル、メキ

シコ湾深海の油田開発が活発に進むと予想されております。また、その際に使用される採掘用油井管の需要も

益々拡大するものと思われます。 

 今回の譲受け先であるBenoit社は、米国ルイジアナ州を拠点とする石油・ガス採掘用の油井管加工会社であ

り、管端部ネジ切り加工と油井で使われる各種部品の製造および販売を行っております。特にこのBenoit社の保

有する特殊ネジ（BTS）は30年以上にわたる市場での実績から、各石油会社にその信頼性を高く評価されてお

り、米国特殊ネジ市場において長年、高いシェアーを維持してきております。 

 今回の買収を通じて、当社とJFEスチールは、油井管の製造から販売、ネジ切り加工および各種油井部品の製

造・販売までの一貫した供給体制を確立し、石油会社の多様な需要に応える体制を構築し、今後の油井管需要の

増大に対応していくことを目指しております。 

  

２．事業譲受日 

 平成24年11月末(予定) 

  

  

子会社における株式公開買付け 

 当社子会社である兼松エレクトロニクス株式会社（本社：東京都中央区、社長：榎本秀貴、以下「取得者」）

は、平成24年10月23日開催の同社取締役会において、同社の持分法適用関連会社である日本オフィス・システム

株式会社（以下「対象者」）を連結子会社化することを目的として、対象者の普通株式を公開買付け（以下、

「本公開買付け」）により取得することを決議しました。  

  

１．本公開買付けの目的  

 取得者と対象者は、同業種でありながら、異なる顧客・市場に対し、両社の強みを活かしたサービスをそれぞ

れの会社において展開して参りました。このような状況の中、取得者は、近年の多様化するビジネス形態や企業

の需要の変化を踏まえ、ITアウトソーシングビジネスやビジネスアプリケーションサービスに強みを持つ対象者

との協業による事業規模拡大を目的として、平成22年２月23日に、当社から対象者株式540,900株を取得し、対

象者との間で、PC・プリンター販売での協業、両社の保守エリアの統合などを推進するなど、両社の強みを相互

に活かし、企業のIT全般をトータルにサポートするビジネスに注力して参りました。 

 取得者は、今後、益々多様化する企業の需要に対応していくためには、平成23年３月期を初年度とする同社の

中期経営計画にて掲げている「サービス・ビジネスの強化」「独自性のあるビジネスの創出」「グローバル市場

への参入」を加速させ、総合的な提案力を強化する必要があり、対象者を同社の連結子会社とすることで、対象

者の強みであるITアウトソーシングビジネスやビジネスアプリケーションサービスのノウハウを同社グループに

吸収し、同社グループとして、企業のバックオフィスからフロントオフィスまでを総合的にサポートするサービ

ス力の強化を図る必要があると考えております。 

 以上の状況を踏まえ、本公開買付けを行うことで、両社がさらに強固な資本関係を構築し、グループ力の強化

およびグループ戦略実行の迅速化を図ることにより、幅広い営業体制とサービスメニューの拡充を図ることが可

能となります。その結果、両社にとっての事業規模の深堀・拡大および安定的な収益基盤の確保が実現可能とな

り、全てのステークホルダーにとって 善の選択になるものと判断し、今般、本公開買付けを実施することにな

りました。  

  

（７）重要な後発事象
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２．対象者の概要  

  

３．本公開買付けの概要 

 取得者は、平成24年10月23日現在、対象者の普通株式（以下「対象者株式」）を540,900株（対象者が平成24

年８月10日に提出した第31期第２四半期報告書に記載された平成24年６月30日現在の発行済株式総数

（2,091,000株）から、同四半期報告書に記載された平成24年６月30日現在、対象者が保有する自己株式数（267

株）を除く株式数（2,090,733株）に占める割合（以下、「保有割合」）にして25.87％）保有しており、対象者

を持分法適用関連会社としております。 

 取得者は、本公開買付けにより、保有割合51.00％に相当する対象者株式（1,066,300株）を保有することを企

図していることから、買付予定数の上限を525,400株（保有割合にして25.13％）として設定しております。応募

株券等の総数が買付予定数の上限（525,400株）を超える場合は、その超える部分の全部または一部の買付けは

行わず、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）第27条の13第５項および発行者以

外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みま

す。）第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。他

方、買付予定数の下限は設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の上限（525,400株）以下の

場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。 

  

（１）買付予定数       525,400株 

（２）買付予定数の下限      － 株 

（３）買付予定数の上限    525,400株 

（４）買付け等の期間     平成24年10月24日から平成24年11月20日 

               （20営業日）  

（５）買付け等の価格     普通株式１株につき金1,350円 

（６）買付代金        709百万円 

               （注）買付代金は、買付予定数（525,400株）に本公開買付価格 

                  （１株あたり1,350円）を乗じた金額 

（７）決済の開始日      平成24年11月28日 

（８）買付資金の調達方法   自己資金を充当    

 （１）名称  日本オフィス・システム株式会社 

 （２）所在地   東京都江東区 

 （３）代表者  尾嶋直哉 

 （４）事業内容  情報サービス事業、システム販売事業 

 （５）資本金  1,177百万円（平成24年６月30日現在） 

 （６）設立年月日  昭和57年10月１日 

兼松㈱　（8020）　平成25年３月期　第２四半期決算短信
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[補足説明資料] 2012年11月2日

兼 松 株 式 会 社

２０１３年３月期　第２四半期累計　連結決算ハイライト

・前年同期比では減収減益ながら、通期見通しに対しては順調な進捗。 資産･負債及び純資産の状況

売   上   高 億円 減収
営 業 利 益 億円 減益 増減 増減率

経 常 利 益 億円 減益 　総資産 △ 267 -6.7%

億円 減益 　グロス有利子負債 △ 169 -10.5%

　ネット有利子負債 △ 80 -8.9%

　 株主資本 61 8.8%

損益の状況 　 　 　（内、利益剰余金） 60 40.1%

　 その他の包括利益累計額 △ 17 -

増減額 増減率 進捗率 　 少数株主持分 5 3.1%

売上高 △ 62 -1.3% 46.4% 　純資産合計 49 8.8%

売上総利益 △ 9 -2.1% - 　自己資本（注1） 44 11.3%

　販売費・一般管理費 8 2.6% - 　自己資本比率　（注2） 1.8pt改善 -

営業利益 △ 16 -14.1% 49.5% 　ネットDER　　（注3） 0.4pt改善 -

　受取配当金 0 - -
（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

　利息収支 3 - -

　持分法損益 2 - -

　為替差益 4 - -

　その他 1 - -

  営業外収支 10 - -

経常利益 △ 7 -7.0% 55.0%

　特別利益 24 - -

　特別損失 △ 14 - -

税引前当期純利益 4 4.1% -

△ 7 - -

当期純利益 △ 4 -5.8% 75.2%

セグメント情報

2012/3期 2013/3期 前年同期比 2012/3期 2013/3期 前年同期比

第2四半期
累計実績

第2四半期
累計実績 増減

第2四半期
累計実績

第2四半期
累計実績 増減

　 　電子 1,250 1,305 55 50 57 7

　食品・食糧 1,461 1,426 △ 35 30 18 △ 13

　鉄　　鋼 513 468 △ 45 19 14 △ 5

　機械・プラント 359 271 △ 89 4 5 1

　環境･素材 1,261 1,308 47 9 3 △ 6

報告セグメント合計 4,845 4,778 △ 66 112 97 △ 16

　その他（含む調整額） 89 94 5 3 2 △ 0

総　　合　　計 4,934 4,872 △ 62 115 99 △ 16

-

2012/3末比

８８

60

-

10,500

６０

301

当期純利益

-

【総資産】
現預金や売掛金の減少などにより267億円減
少。

【有利子負債】
借入金の返済を進めたことにより、グロス有
利子負債は169億円減少。ネット有利子負債
も80億円減少。

【純資産】
四半期純利益による利益剰余金の積み上げ
等により株主資本が増加した一方、その他の
包括利益累計額の減少により、純資産は49
億円増加。
純資産から少数株主持分を除いた自己資本
は、44億円増加。

上記の結果、自己資本比率は11.6%、ネット
DERは1.9倍に改善。

　法人税等及び少数株主利益

2013/3期
第2四半期累計実績

2012/3期
第2四半期累計実績

(単位：億円)

4,934

2013/3期　通期

-

-

-

【電子】：増収増益
ICT・モバイルソリューション事業は、引き続き、スマートフォンの買い替
え需要等携帯端末市場の好況を受け、順調に推移。また、前期は震災
の影響等により低調だった半導体部品・製造装置事業も、当期は比較
的好調に推移。

【食品・食糧】：減収減益
食品事業は堅調に推移。畜産事業は、需要を超えた輸入数量の増加
や畜肉の国内生産増加等による市況低迷の影響で低調に推移。食糧
事業は、米国大干ばつの影響で穀物市況が高騰する中、米国以外から
の原料調達を図り安定供給に努めてきたものの苦戦。

【鉄鋼】：減収減益
北米向け鋼管取引が堅調に推移する一方で、アジア向け鋼板および鉄
鉱石の出荷が低調に推移。

【機械・プラント】：減収増益
工作機械・産業機械関連取引は、取引先の設備投資・更新需要を取り
込み順調に推移。プラント関連取引は、政府ODA関連事業を中心に堅
調に推移。輸送機関連取引は、アジア向け輸出が低調。

【環境･素材】：増収減益
化学品事業は、車載用電池原料の輸出取引がやや低調に推移する一
方で、医薬品原料・健康食品の輸入取引は堅調に推移。エネルギー事
業は、市況が高止まりする中、取扱数量は堅調に推移する一方で、販
売先への価格転嫁が進まず苦戦。

【売上高】
電子セグメントのICT・モバイルソリューショ
ン事業の好調や、環境・素材セグメントのエ
ネルギー事業での取扱量増加があった一
方、機械・プラントセグメントの輸送機関連取
引の減少などもあり、全体では微減。

【営業利益】
食品・食糧セグメントの畜産事業・食糧事業
における減益などにより、全体で減益。

【経常利益】
為替差損益の良化や支払利息の減少およ
び持分法による投資損益の改善等により、
営業外収支は良化したが、営業利益の減益
にともない、減益。

【当期純利益】
特別利益計上などにより税引前当期純利益
は増益となったが、税金費用の増加などに
より減益。

80

売上高(外部売上高） 営業利益

(単位:億円)

4,872

前年同期比

400

-

-

160

-

５．８％

見通し

-

-

200

408

293

（単位:億円）

5

△ 18

△ 2

115

△ 3

95

92

△ 28

64

2012/3末 2012/9末

3,998

1,608

900

△ 0

△ 2

△ 11

1

△ 4

△ 21

△ 35

88

25

△ 17

96

150

△ 308

170

560

390

9.8%

2.3倍

434

609

175

△ 325

1.9倍

11.6%

９９
４，８７２ １．３％

１４．１％

△ 2 2 -

99

5

△ 16

3,731
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820
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2011/3 2Q 2012/3 2Q 2013/3 2Q

億円 売上高推移

76 

95 
88 

0

20

40

60

80

100

2011/3 2Q 2012/3 2Q 2013/3 2Q

億円 経常利益推移

＊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。
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