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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 1,027,842 ― 16,976 ― 15,304 ― 6,781 ―

20年3月期第3四半期 984,548 12.9 17,416 17.4 15,978 19.1 8,995 12.3

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

21年3月期第3四半期 41.35 ―

20年3月期第3四半期 54.83 ―

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

21年3月期第3四半期 441,563 51,864 11.3 303.13
20年3月期 402,047 49,831 11.9 291.36

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  49,710百万円 20年3月期  47,785百万円

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

20年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
21年3月期 ― 5.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.50 11.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 1,300,000 △1.1 17,500 △23.0 15,500 △23.0 6,100 △44.2 37.20

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  無  

(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） 

（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。  

(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 
１．平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年10月30日に公表した連結業績予想を修正いたしました。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、実際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。
なお、上記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」及び平成21年1月30日発表の「業績予想の修正に関する
お知らせ」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期 164,534,094株 20年3月期 164,534,094株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 539,427株 20年3月期 524,985株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 163,997,490株 20年3月期第3四半期 164,047,032株
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（参考）平成21年３月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日) 

 

（％表示は対前期増減率） 

 
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 
 

通期 
百万円 

1,160,000 
％ 

△0.4 
百万円
12,500

％
△25.0

百万円
12,000

％
△19.3

百万円 
2,500 

％ 
△68.6 

円 銭
15.24

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無：  有 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成21年３月期の個別業績予想につきましては、平成20年５月１日に公表した個別業績予想を修正いたしました。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、

実際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。なお、上記予想に関する事項は、平成21年１月30日発表の「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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【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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ＜業績の概況＞  

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融不安の波を受

け、株価の大幅な下落や原油などの商品市況の低下に見舞われました。製造業をはじめとする日本企業は設備投資の

圧縮に続き、大幅な生産調整に乗り出すなど、景気は日を追う毎に悪化の度合いを強めてまいりました。 
 このような経営環境の中、当社グループの売上高は1兆278億円となり、前年同期に比べ432億円、4.4%増加 

しました。 

損益につきましては、経常利益が、153億4百万円となり、前年同期に比べ6億74百万円、4.2%減少しました。

特別損失として投資有価証券評価損などを計上した結果、四半期純利益は 67 億 81 百万円となり、前年同期に比べ

22億14百万円、24.6%減少しました。 

＜事業の種類別セグメントの概況＞ 
（鉄鋼） 
 鉄鋼業界におきましては、原材料価格の高騰により鋼材価格の大幅な引き上げが行われ、当社グループの鉄鋼売上

高は増加いたしましたが、第３四半期に入り、鋼材需要の後退に伴い、取り扱い数量は急速に減少してまいりました。

売上高は3,906億円となり、前年同期に比べ274億円、7.5%増加しました。営業利益は81億82百万円となり、前年

同期に比べ13億73百万円、20.2%増加しました。 

（鉄鋼原料・半製品） 

 鉄鋼原料・半製品の売上高は、価格の上昇により拡大いたしました。売上高は2,586億円となり、前年同期に比べ

388億円、17.7%増加しましたが、営業利益は5億87百万円となり、スクラップ価格の下落などにより前年同期に比

べ1億9百万円、15.7%減少しました。 

（機械・金属） 
 産業機械業界におきましては、民間設備投資の減速が第３四半期に入って顕著になってまいりました。売上高は

1,348億円となり、大型発電設備の売上計上があった前年同期に比べ250億円、15.7%減少しました。営業利益は24

億99百万円となり、前年同期に比べ2億62百万円、9.5%減少しました。 

（繊維） 

 繊維業界におきましては、景気の減速を受け、個人消費が伸び悩み、特に百貨店など大型小売店での衣料品の販売

が大きく落ち込むなど、厳しい状況で推移しました。売上高は1,269億円となり、前年同期に比べ25億円、1.9%減

少しましたが、営業利益は 42 億 2 百万円となり、販売費及び一般管理費の削減などにより前年同期に比べ 2 億 69

百万円、6.8%増加しました。 

（食糧） 

 当社グループの食糧事業の中心であります輸入食肉業界におきましては、食肉価格が夏場から下落に転じ、特に 

輸入ブロイラーの価格は大きく下落いたしました。売上高は1,156億円となり、前年同期に比べ46億円、4.2%増加

しましたが、営業利益は10億94百万円となり、ブロイラーのたな卸資産評価損の計上などにより、前年同期に比べ

18億31百万円、62.6%減少しました。 

（その他の事業） 

 その他の事業には倉庫、テナントビルの不動産賃貸等の事業が含まれております。その他の事業の売上高は11億

円となり、前年同期に比べ82百万円、6.6%減少しましたが、営業利益は4億6百万円となり、販売費及び一般管理

費の減少などにより前年同期に比べ1億14百万円、39.0%増加しました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債、純資産の状況 
 
 当第３四半期末の資産は4,415億円となり、受取手形及び売掛金やたな卸資産の増加などにより、前期末に比

べ395億円増加いたしました。負債は3,896億円となり、支払手形及び買掛金の増加などにより前期末に比べ374

億円増加いたしました。純資産は518億円となり、株価の下落による評価・換算差額等の減少はありましたが、

四半期純利益の計上などにより前期末に比べ20億円増加いたしました。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 
  現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は91億円となり、前期末に比べ6億円増加いたしました。 

 営業活動による資金の減少はたな卸資産の増加などにより8億円となりました。投資活動による資金の減少は、

有形固定資産の取得などにより20億円となりました。 

 財務活動による資金の増加は短期借入金による資金調達などにより38億円となりました。 

 

 

 

 

 

 

 ３．連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の経済見通しにつきましては、日本企業は世界同時不況による国内・海外市場での大幅な需要の減少と商品

価格の下落に直面しており、急激な円高とあいまって日本経済の先行きは非常に厳しい状況となっております。 

 このような経済情勢を踏まえ、当社グループの業績予想を修正しております。修正後の通期の業績予想は、売上

高1兆3,000億円、営業利益175億円、経常利益155億円、当期純利益61億円を見込んでおります。 

 詳細につきましては本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

 

 

 

 

 

 ４．その他 

 （１）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 

記載すべき事項はありません。 

 

 （２）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 

 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16 号（平成６年１月18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19 年

３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用す

ることができることになったことに伴い、第 1 四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、

通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。 

なお、リース取引開始日が会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これにより、リース資産が有形固定資産に12百万円計上されております。なお、この変更に伴う損益に

与える影響はありません。 

④ セグメント情報の事業区分の変更 

第１四半期連結会計期間よりセグメント情報の事業区分を変更しております。詳細については11ページ

「（５）セグメント情報」に記載しております。 
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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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,244 8,569

受取手形及び売掛金 280,046 259,126

有価証券 － 15

たな卸資産 69,810 54,618

その他 28,451 20,952

貸倒引当金 △3,066 △3,094

流動資産合計 384,485 340,188

固定資産   

有形固定資産 27,961 26,989

無形固定資産   

のれん 394 445

その他 730 886

無形固定資産合計 1,125 1,331

投資その他の資産   

その他 33,502 39,212

貸倒引当金 △5,512 △5,675

投資その他の資産合計 27,990 33,537

固定資産合計 57,077 61,859

資産合計 441,563 402,047

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 272,060 241,730

短期借入金 75,814 69,898

未払法人税等 2,296 5,515

賞与引当金 408 1,488

役員賞与引当金 － 72

その他 20,569 13,779

流動負債合計 371,149 332,485

固定負債   

長期借入金 13,430 13,959

退職給付引当金 2,413 2,520

役員退職慰労引当金 368 519

負ののれん 345 433

その他 1,990 2,297

固定負債合計 18,549 19,730

負債合計 389,699 352,216
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,335 12,335

資本剰余金 7,086 7,090

利益剰余金 31,090 26,606

自己株式 △183 △179

株主資本合計 50,329 45,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 800 2,125

繰延ヘッジ損益 △984 △824

土地再評価差額金 75 76

為替換算調整勘定 △510 552

評価・換算差額等合計 △618 1,930

少数株主持分 2,153 2,045

純資産合計 51,864 49,831

負債純資産合計 441,563 402,047
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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）

当第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) 

売上高 1,027,842

売上原価 973,073

売上総利益 54,768

販売費及び一般管理費 37,792

営業利益 16,976

営業外収益  

受取利息 470

受取配当金 353

負ののれん償却額 88

持分法による投資利益 388

その他 624

営業外収益合計 1,924

営業外費用  

支払利息 2,360

その他 1,236

営業外費用合計 3,596

経常利益 15,304

特別利益  

投資有価証券売却益 246

出資金売却益 43

関係会社貸倒引当金戻入額 113

特別利益合計 402

特別損失  

減損損失 156

投資有価証券売却損 29

投資有価証券評価損 2,577

特別損失合計 2,763

税金等調整前四半期純利益 12,944

法人税、住民税及び事業税 6,185

法人税等調整額 △176

法人税等合計 6,009

少数株主利益 153

四半期純利益 6,781
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 319,737

売上原価 303,398

売上総利益 16,338

販売費及び一般管理費 12,539

営業利益 3,799

営業外収益  

受取利息 131

受取配当金 107

負ののれん償却額 29

その他 115

営業外収益合計 384

営業外費用  

支払利息 811

持分法による投資損失 265

その他 586

営業外費用合計 1,664

経常利益 2,519

特別利益  

投資有価証券売却益 63

出資金売却益 1

貸倒引当金戻入額 104

関係会社貸倒引当金戻入額 113

特別利益合計 282

特別損失  

投資有価証券売却損 27

投資有価証券評価損 2,575

特別損失合計 2,602

税金等調整前四半期純利益 200

法人税、住民税及び事業税 1,307

法人税等調整額 △388

法人税等合計 919

少数株主利益 43

四半期純損失（△） △763
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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）

当第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) 

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 12,944

減価償却費 1,296

減損損失 156

のれん償却額 157

負ののれん償却額 △88

貸倒引当金の増減額（△は減少） △175

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,094

退職給付引当金の増減額（△は減少） △113

受取利息及び受取配当金 △823

支払利息 2,360

持分法による投資損益（△は益） △388

投資有価証券評価損 2,577

投資有価証券売却損益（△は益） △216

出資金売却損益（△は益） △43

売上債権の増減額（△は増加） △21,256

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,435

仕入債務の増減額（△は減少） 30,514

その他 △874

小計 9,497

利息及び配当金の受取額 1,348

利息の支払額 △2,314

法人税等の支払額 △9,399

営業活動によるキャッシュ・フロー △867
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（単位：百万円）

当第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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,400

有形固定資産の売却による収入 147

投資有価証券の取得による支出 △724

投資有価証券の売却による収入 417

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

160

短期貸付金の増減額（△は増加） 59

長期貸付けによる支出 △70

長期貸付金の回収による収入 180

その他 145

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,083

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） 6,427

長期借入れによる収入 2,360

長期借入金の返済による支出 △3,011

配当金の支払額 △1,877

少数株主への配当金の支払額 △71

その他 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,816

現金及び現金同等物に係る換算差額 △190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 674

現金及び現金同等物の期首残高 8,429

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,104
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の

 　適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表

   を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　　至　平成20年12月31日）

鉄鋼
鉄鋼原料・

半製品
機械・金属 繊維 食糧

その他の
事業

計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1) 外部顧客に対する
124,076 75,875 38,546 41,969 38,894 375 319,737 - 319,737

売上高

(2) セグメント間の内部
332 4 466 - - 788 1,591 (1,591) -

売上高又は振替高

計 124,408 75,879 39,012 41,969 38,894 1,163 321,328 (1,591) 319,737

営業利益又は営業損失(△) 2,475 136 550 1,126 △   665 167 3,790 8 3,799

当第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）

鉄鋼
鉄鋼原料・

半製品
機械・金属 繊維 食糧

その他の
事業

計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1) 外部顧客に対する
390,639 258,618 134,813 126,987 115,618 1,165 1,027,842 - 1,027,842

売上高

(2) セグメント間の内部
946 14 1,484 0 - 2,207 4,652 (4,652) -

売上高又は振替高

計 391,586 258,633 136,297 126,987 115,618 3,373 1,032,495 (4,652) 1,027,842

営業利益 8,182 587 2,499 4,202 1,094 406 16,971 4 16,976

(注) １.事業区分は、経営管理上採用している区分ならびに販売市場等の類似性を勘案しております。

２.各事業の主な商品

(１) 鉄鋼 ……… 鋼管、鋼板、建材、建設工事

(２) 鉄鋼原料・半製品 ……… 製銑原料、製鋼原料、鉄鋼半製品

(３) 機械・金属 ……… 非鉄金属、機械、条鋼線材、鋳鍛品

(４) 繊維 ……… 繊維製品、繊維原料

(５) 食糧 ……… 食肉、水産物他

(６) その他の事業 ……… 不動産賃貸他

３．事業区分の変更

     従来、事業区分は、「鋼材」、「繊維」、「食糧」、「鉄鋼原料・半製品」、「機械・建設･非鉄金属他」の５区分としており

     ましたが、第１四半期連結会計期間より「鉄鋼」、「鉄鋼原料・半製品」、「機械・金属」、「繊維」、「食糧」、「その他の

    事業」の６区分に変更いたしました。

     この変更は、従来商品の種類や性質を重視した事業区分を行ってきましたが、内部管理上採用しているカンパニー

　  制との整合性も考慮し、より販売市場や販売方法の類似性を重視した事業区分に変更すべく関連情報を収集する

　　体制の整備を進めてきた結果、第１四半期連結会計期間よりシステムで情報を収集、管理する体制が整ったことに

　　よるものであります。

　　なお、第１四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しているため、事業区分の変更による影響額に

　　ついては記載しておりません。
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　　至　平成20年12月31日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報
　の記載を省略しております。

当第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）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報
　の記載を省略しております。

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　　至　平成20年12月31日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当第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）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

○（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 前第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日 （自　平成19年４月１日 （参考）増減
    至　平成20年12月31日）     至　平成19年12月31日）

金額 金額 金額 増減率（％）

売上高 1,027,842 984,548    43,294   4.4

売上原価    973,073    929,203    43,870   4.7

売上総利益    54,768    55,344 △ 576 △ 1.0

販売費及び一般管理費    37,792    37,928 △ 136 △ 0.4

営業利益    16,976    17,416 △ 440 △ 2.5

営業外収益    1,924    2,577 △ 653 △ 25.3

営業外費用    3,596    4,014 △ 418 △ 10.4

経常利益    15,304    15,978 △ 674 △ 4.2

特別利益    402    146    256   175.3

特別損失    2,763    620    2,143   345.6

税金等調整前四半期純利益    12,944    15,504 △ 2,560 △ 16.5

法人税、住民税及び事業税    6,185    4,984    1,201   24.1

法人税等調整額 △ 176    1,296 △ 1,472   -

少数株主利益    153    228 △ 75 △ 32.9

四半期純利益    6,781    8,995 △ 2,214 △ 24.6
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「参考資料」

○セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前年同四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　　至　平成19年12月31日）

鉄鋼
鉄鋼原料・

半製品
機械・金属 繊維 食糧

その他の
事業

計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1) 外部顧客に対する
363,219 219,806 159,850 129,495 110,929 1,247 984,548 - 984,548

売上高

(2) セグメント間の内部
1,011 - 1,339 10 - 2,386 4,747 (4,747) -

売上高又は振替高

計 364,231 219,806 161,189 129,505 110,929 3,633 989,295 (4,747) 984,548

営業利益 6,809 696 2,761 3,933 2,925 292 17,418 (2) 17,416

(注) １．11ページに記載の通り当連結会計年度より事業区分の変更を行っております。前年同四半期の事業の種類別セグメント

　　情報については、区分変更後に遡及修正しております。

２.各事業の主な商品

(１) 鉄 鋼 ……… 鋼管、鋼板、建材、建設工事

(２) 鉄鋼原料・半製品 ……… 製銑原料、製鋼原料、鉄鋼半製品

(３) 機 械 ・ 金 属 ……… 非鉄金属、機械、条鋼線材、鋳鍛品

(４) 繊 維 ……… 繊維製品、繊維原料

(５) 食 糧 ……… 食肉、水産物他

(６) そ の 他 の 事 業 ……… 不動産賃貸他
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