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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 203,526 △34.4 2,375 △61.1 1,669 △63.1 794 △28.3

21年3月期第1四半期 310,167 ― 6,110 ― 4,522 ― 1,107 ―

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1四半期 1.90 ―

21年3月期第1四半期 2.65 ―

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1四半期 407,740 44,644 6.7 65.55
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1四半期  27,422百万円 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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
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 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

450,000 △29.4 5,500 △58.4 3,500 △67.9 1,000 △72.9 2.39

通期 1,000,000 △12.2 15,500 △18.5 11,500 △12.4 5,000 ― 11.95
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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、４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。従いまして、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。 

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1四半期 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1四半期  4,181,759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1四半期 418,323,369株 21年3月期第1四半期 418,426,086株
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世界経済は、昨年のリーマンショック以降急減速した後も低迷を続けておりますが、各国の景気浮揚策が一部の地域では

効果が出始めており、底入れの兆しも出てきました。国内経済も在庫調整の進展により 悪期は脱したものの、企業収益なら

びに設備投資、個人消費が低水準で推移しており、本格的な景気回復には未だ時間を要するものと思われます。 

このような環境の中、当第１四半期（平成21年４月１日～６月30日 以下同じ）の当社グループの業績は、まだら模様ではあ

りますが全体では黒字基調となりました。 

連結売上高は、需要低迷にともなう取扱高の減少と商品価格下落の影響により、前年同期比 1,066 億 41 百万円（34.4%）

減少の 2,035 億 26 百万円となり、売上総利益は、 55 億 29 百万円（23.8%）減少の 176 億 86 百万円となりました。営業利益

は、取引が減少する一方で、経費圧縮により販売費及び一般管理費を削減しましたが、 37 億 35 百万円（61.1%）減少の 23 

億 75 百万円となりました。営業外収支は、持分法投資損益が悪化しましたが、有利子負債の削減による利息収支および為替

損益の改善によって 8 億 83 百万円良化しました。この結果、経常利益は、前年同期比 28 億 53 百万円（63.1%）減少したも

のの 16 億 69 百万円の黒字となりました。 

 特別損益では、訴訟損失引当金繰入額の計上を行いましたが、過年度引当済の不良債権等の回収による戻入益があった

ため 12 百万円の損失にとどまり、税金等調整前四半期純利益は、前年同期比 23 億 5 百万円（58.2%）減少の 16億 57 百万

円となりました。また、当第１四半期の純利益は、税金費用の改善等により前年同期比 3 億 13百万円（28.3%）減少の 7 億 94 

百万円の黒字となりました。 

  

 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、航空機関連事業、モバイル関連事業は順調に推移しましたが、市況低迷、設備投資減少の影響が続

いたことにより、電子部品・半導体装置関連、ソリューション関連事業の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 141 億 47 百万円減少の 541 億 18 百万円、営業利益は前年同期比 8 億 93 百万円減少の 5 億 85 百万

円となりました。 

  

 （２） 食品・食糧  

  食品事業においては、高価格商品の販売が苦戦した一方で、低価格商品の販売は好調に推移しました。また、加工度の

高い商品の販売を進めた水産事業も順調に回復しました。食糧事業においては、全体の取扱い数量には大きな変動はな

かったものの、穀物相場の価格下落により売上高が減少し、業界全般に厳しい環境が続いた飼料関連取引での利益の落ち

込みがありました。その結果、食品・食糧部門の売上高は前年同期比 204 億 54 百万円減少の 667 億 29 百万円、営業利

益は前年同期比 12 億 38 百万円減少の 6 億 15 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、北米の自動車産業不振の影響を受け、部品の輸出が低迷した一方、中東向けの鋼板輸出が順調

に推移しました。プラント事業においては、世界的な自動車需要の低迷により自動車関連取引は低調でしたが、中東向け石

油化学プラント関連取引は堅調に推移しました。工作機械は、民間設備投資の落ち込みから厳しい受注環境が続きました。

その結果、鉄鋼・プラント部門の売上高は前年同期比 319 億 82 百万円減少の 356 億 66 百万円、営業利益は、12 億 14 

百万円減少の 7 億 91 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・エネルギー部門においては、原油相場は反転しましたが、景気低迷の影響で国内需要が減少しまし

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 341 億 39 百万円減少の 433 億 4 百万円、営業

利益は前年同期比 4 億 4 百万円減少の 88 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、主として前期末に相場下落の影響を受けたアルミリサイクル事業の縮小により、売上

高は前年同期比 59 億 19 百万円減少の 37 億 7 百万円、営業利益は前年同期比 9 百万円増加の  1 億 70 百万円となり

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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 当第１四半期末の総資産は、たな卸資産が増加したものの、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 71 億 88 百万円減少の 4,077 億 40 百万円となりました。 

 有利子負債については、約定弁済や外貨換算レートの影響により借入金が前連結会計年度末比 88 億 99 百万円減少の 

2,047 億 8 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 141 億  60 百万円減少の 1,204 億 

22 百万円となりました。 

 純資産については、四半期純利益および評価・換算差額等の改善により前連結会計年度末比 26 億 9 百万円増加の 446 

億 44 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 0.7 ポイント改善の 6.7 ％、ネットDERも 5.4 倍か

ら 4.4 倍に改善いたしました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四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、売掛債権等の回収により、148 億 83 百万円の収

入（前年同期は 63 億 84 百万円の支出）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 41 億 13 百万円の支出（前年同期は 3 億 85 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、96 億 94 百万円の支出（前年同期は 151 億 78 百万円の支出）となりました。 

 その結果、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の残高は 799 億 87 百万円となり、前連結会計年

度末比 13 億 32 百万円の増加となりました。 

  

今後の世界経済は、各国政府の景気刺激策の後押しもあり徐々に回復には向かうものの、その効果は限定的で、引き続き

厳しい環境が継続すると予想されます。また、国内経済につきましても、当面の企業収益の改善や個人消費の回復は小幅にと

どまると予想しております。 

このような状況の中、下半期に相応の景気回復を織り込んだ計画としていること、第２四半期も含め今後の動向を慎重に判

断する必要があることから、平成21年５月８日に公表した連結業績予想（第２四半期連結累計期間、通期）については変更あり

ません。 

  

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。  

  

     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       89社 （増加  1社 減少  1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１四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１四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。 

  

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

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
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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１四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１四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。  

  

（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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 84,285 79,025

受取手形及び売掛金 123,079 144,470

リース投資資産 356 301

有価証券 － 15

たな卸資産 ※1  68,881 ※1  60,241

短期貸付金 2,603 2,772

繰延税金資産 1,804 2,021

その他 28,919 28,221

貸倒引当金 △661 △772

流動資産合計 309,268 316,296

固定資産   

有形固定資産 ※2  30,246 ※2  30,094

無形固定資産 2,018 2,054

投資その他の資産   

投資有価証券 38,472 37,893

長期貸付金 13,353 13,448

固定化営業債権 19,011 19,409

繰延税金資産 14,861 14,837

その他 8,091 9,115

貸倒引当金 △27,583 △28,221

投資その他の資産合計 66,206 66,482

固定資産合計 98,471 98,631

資産合計 407,740 414,928
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 102,288 106,468

短期借入金 106,703 103,534

リース債務 198 152

未払法人税等 663 2,282

繰延税金負債 13 1

その他 41,368 36,906

流動負債合計 251,236 249,344

固定負債   

長期借入金 98,004 110,073

リース債務 444 345

繰延税金負債 202 283

退職給付引当金 2,863 2,860

訴訟損失引当金 1,142 610

役員退職慰労引当金 544 681

負ののれん 89 92

その他 8,566 8,601

固定負債合計 111,858 123,548

負債合計 363,095 372,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 27,781 27,781

資本剰余金 27,644 27,644

利益剰余金 △2,992 △3,786

自己株式 △632 △632

株主資本合計 51,800 51,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 214 △891

繰延ヘッジ損益 66 173

土地再評価差額金 58 58

為替換算調整勘定 △24,716 △25,409

評価・換算差額等合計 △24,378 △26,070

少数株主持分 17,222 17,099

純資産合計 44,644 42,035

負債純資産合計 407,740 414,928
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 310,167 203,526

売上原価 286,952 185,839

売上総利益 23,215 17,686

販売費及び一般管理費 ※1  17,105 ※1  15,311

営業利益 6,110 2,375

営業外収益   

受取利息 285 174

受取配当金 265 291

為替差益 － 452

その他 490 254

営業外収益合計 1,041 1,172

営業外費用   

支払利息 1,437 1,096

持分法による投資損失 244 375

その他 946 406

営業外費用合計 2,629 1,877

経常利益 4,522 1,669

特別利益   

有形固定資産売却益 4 9

投資有価証券売却益 71 14

貸倒引当金戻入額 － 509

特別利益合計 76 534

特別損失   

固定資産処分損 14 10

投資有価証券売却損 9 3

投資有価証券評価損 54 －

たな卸資産評価損 ※2  558 －

訴訟損失引当金繰入額 － 532

特別損失合計 636 546

税金等調整前四半期純利益 3,962 1,657

法人税、住民税及び事業税 1,130 714

法人税等調整額 1,415 △72

法人税等合計 2,546 642

少数株主利益 307 220

四半期純利益 1,107 794
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

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 3,962 1,657

減価償却費 769 740

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120 △502

退職給付引当金の増減額（△は減少） △564 △27

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 532

受取利息及び受取配当金 △550 △465

支払利息 1,437 1,096

持分法による投資損益（△は益） 244 375

固定資産処分損益（△は益） 9 0

投資有価証券売却損益（△は益） △62 △11

投資有価証券評価損益（△は益） 54 －

売上債権の増減額（△は増加） 10,980 28,887

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,101 △7,292

仕入債務の増減額（△は減少） 1,011 △4,511

その他 △6,004 △3,441

小計 △4,692 17,035

利息及び配当金の受取額 496 590

利息の支払額 △782 △478

法人税等の支払額 △1,406 △2,264

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,384 14,883

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） △4 △3,923

有形固定資産の取得による支出 △337 △249

有形固定資産の売却による収入 21 37

無形固定資産の取得による支出 △289 △212

投資有価証券の取得による支出 △65 △51

投資有価証券の売却による収入 720 12

貸付けによる支出 △385 △114

貸付金の回収による収入 685 382

その他 39 5

投資活動によるキャッシュ・フロー 385 △4,113

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） △12,695 △8,609

長期借入れによる収入 300 1,060

長期借入金の返済による支出 △2,550 △1,723

その他 △232 △421

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,178 △9,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 △796 255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,974 1,331

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  53,155 ※1  79,987
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  該当事項はありません。 

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第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） 

 （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  68,265 87,183 67,648 77,443 9,626  310,167  － 310,167

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 6 0 110 19 15  151  (151) －

  計  68,271 87,183 67,759 77,463 9,642  310,318  (151) 310,167

営業利益  1,478 1,853 2,005 492 161  5,992  118 6,110

  
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  54,118 66,729 35,666 43,304 3,707  203,526  － 203,526

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4 3 46 10 9  73  (73) －

  計  54,123 66,732 35,712 43,315 3,717  203,599  (73) 203,526

営業利益  585 615 791 88 170  2,252  123 2,375

（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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（７）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21年６月30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。 

商品及び製品  百万円 65,902

販売用不動産        976

原料及び貯蔵品        1,049

仕掛品         953

計 百万円 68,881

※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 57,102

販売用不動産            978

原料及び貯蔵品            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。 

31,621 ※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。 

   上記には、保証類似行為が含まれております。 

Century Textile Industry      百万円 1,194

True Corporation Public        407

Watana Inter-Trade        188

その他       2,955

計       百万円 4,746

 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。 

   上記には、保証類似行為が含まれております。 

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

 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。    

10,197

8,846 118

 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

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第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） 

※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6,790

貸倒引当金繰入額 百万円121

※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 5,814

貸倒引当金繰入額       百万円 12

 ※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.       ────── 

（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20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第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） 

※１. 現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間 

   末の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６月30日現在)

現金及び預金勘定     百万円53,480

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
 △325

現金及び現金同等物 百万円53,155

※１. 現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間 

   末の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６月30日現在)

現金及び預金勘定       百万円84,285

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
 △4,298

現金及び現金同等物 百万円79,987
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平成21年 8月 7日
兼 松 株 式 会 社

平成２２年３月期　第１四半期　連結決算ハイライト
（単位：億円）

平成２１年３月末比

前年同期比で減収減益となったが、黒字確保 増減 増減率

売     上     高 ：　２，０３５億円 ３４．４％の減収 　総資産 4,149 4,077 △ 72  △1.7%

営　業 　利　益 ：　２４億円 ６１．１％の減益 　グロス有利子負債 2,136  2,047 △ 89  △4.2%

経　常 　利　益 ：　１７億円 ６３．１％の減益 　ネット有利子負債 1,346 1,204 △ 142  △10.5%

当 期 純 利 益 ：　８億円 ２８．３％の減益 　 株主資本 510 518 8 1.6%

　 　（内、利益剰余金） △ 38 △ 30 8 -

（単位：億円） 　 評価・換算差額等 △ 261 △ 244 17 -

　 少数株主持分 171 172 1 0.7%

増減額 増減率 見通し 進捗率 見通し 進捗率 　純資産合計 420 446 26 6.2%

売上高 3,102 2,035 △ 1,066  △34.4% 4,500 45.2% 10,000 20.4% 　自己資本　（注1） 249 274 25 10.0%

売上総利益 232 177 △ 55  △23.8% - - - - 　自己資本比率　（注2） 6.0% 6.7% 0.7pt増 －

　販売費・一般管理費 171 153 △ 18  △10.5% - - - - 　ネットDER　　（注3） 5.4倍 4.4倍 1.0pt減 －

営業利益 61 24 △ 37  △61.1% 55 43.2% 155 15.3%
（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 3 3 0 - - - - -

　利息収支 △ 12 △ 9 2 - - - - -

　持分法損益 △ 2 △ 4 △ 1 - - - - -

　その他 △ 5 3 8 - - - - -

  営業外収支 △ 16 △ 7 9 - - - - -

経常利益 45 17 △ 29  △63.1% 35 47.7% 115 14.5%

　特別利益 1 5 5 595.6% - - - -

　特別損失 △ 6 △ 5 1 - - - - -

税引前当期純利益 40 17 △ 23  △58.2% - - - -

　法人税等及び少数株主利益 △ 29 △ 9 20 - - - - -

当期純利益 11 8 △ 3  △28.3% 10 79.4% 50 15.9%

（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１四半期 第１四半期 増減額 第１四半期 第１四半期 増減額

　　Ｉ　　　　Ｔ 683 541 △ 141 15 6 △ 9

　食品・食糧 872 667 △ 205 19 6 △ 12

鉄　　鋼 438 219 △ 219 17 11 △ 6

プラント 239 138 △ 101 3 △ 3 △ 6

　鉄鋼・プラント 676 357 △ 320 20 8 △ 12

エネルギー 693 382 △ 312 4 0 △ 3

ライフサイエンス 81 51 △ 30 1 1 △ 1

　ライフサイエンス・エネルギー 774 433 △ 341 5 1 △ 4

　そ　の　他 96 37 △ 59 2 2 0

　消去又は全社 - - - 1 1 △ 0

　合　　　計 3,102 2,035 △ 1,066 61 24 △ 37

平成22年3月期
通期

部門別セグメント情報

損益の状況
前年同期比

H21/3期
第1四半期

H22/3期
第1四半期

売上高 営業利益

平成22年3月期
第2四半期

資産・負債及び
純資産の状況

平成２１年３月末 平成２１年６月末

売上高
需要低迷に伴う取扱高の減少、商品相場の低位推
移に伴い、全部門で減収。

売上総利益
売上高の減少に伴い減益。

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
による利息収支の改善と為替損益の良化により、営
業外収支は良化。しかし、営業利益の大幅減益によ
り、減益。

当期純利益
前年同期比で減益となったが、税金費用等の改善
により、黒字確保。

当期実績の概要

Ｉ　Ｔ
航空機関連事業、モバイル関連事業は順調な一方で、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。全体で減収減益。

食品・食糧
食品事業は、高価格品販売が苦戦するも、低価格品販売は好調。加工度の
高い商品の販売を進めた水産事業が順調に回復。食糧事業は、穀物相場
下落、飼料関連取引の利益落ち込みが影響し、全体で減収減益。

鉄鋼・プラント
鉄鋼・プラント事業ともに、中東向け輸出取引が順調であった一方、自動車
関連取引が減少。工作機械事業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
原油相場は反転したものの、景気低迷により国内需要が減少し、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、相場回復により若干の
増益。

各部門の概要

概　　要

総資産
営業債権の減少を主因として、72億円減少。

有利子負債
約定弁済や外貨換算レートの影響により、
グロス有利子負債は89億円減少。
ネット有利子負債は現預金の増加もあり、
142億円減少。

純資産
四半期純利益の計上により、株主資本が増加。
評価･換算差額等も改善。
その結果、自己資本比率は6.7%、
ネットＤＥＲは4.4倍に改善。

＊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。

売上高推移
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