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

23年3月期第3四半期 590,131 5.5 6,391 3.3 6,898 15.9 3,574 16.4
22年3月期第3四半期 559,137 △45.6 6,184 △63.6 5,949 △61.1 3,070 △54.7

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3四半期 21.80 ―

22年3月期第3四半期 18.72 ―

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3四半期 351,074 56,779 15.5 331.70
22年3月期 324,054 54,668 16.3 322.53

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  54,354百万円 22年3月期  52,888百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
23年3月期 ― 2.50 ―

23年3月期 
（予想）

2.50 5.00

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 830,000 9.6 11,000 25.1 11,000 30.6 5,300 15.4 32.32



(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  無  
（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、
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、添付資料３ページ「１．当四半期の連結業績等に関す
る定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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3Q 164,534,094株 22年3月期  164,534,094株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  665,713株 22年3月期  554,915株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 163,954,074株 22年3月期3Q  163,986,414株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  ＜業績の概況＞ 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資・個人消費の持ち直しが見

られたものの、円高による景気の押し下げ、雇用情勢の低迷など依然として厳しい状況が続いており、景気

回復への動きは足踏み状態となっております。 

このような経営環境の中、当社グループの売上高は 5,901 億円となり、前年同期に比べ 309 億円、5.5%

増加しました。 

損益につきましては、経常利益が68億98百万円となり、前年同期に比べ9億48百万円、15.9%増加しま

した。四半期純利益は35億74百万円となり、前年同期に比べ5億4百万円、16.4%増加しました。 

  

  ＜各セグメントの状況＞ 

 （鉄鋼） 

鉄鋼部門におきましては、旺盛な海外需要により鋼板の輸出取引や海外コイルセンターの業績は好調に推

移しましたが、国内の建設関連は引き続き厳しい状況が続きました。売上高は3,133 億円、経常利益は30

億27百万円となりました。 

 （産機・インフラ事業） 

産機・インフラ事業部門におきましては、海外需要の改善や設備投資の持ち直しなどにより非鉄金属等の

販売が改善しました。また、海外のインフラ事業が好調に推移し業績に貢献しました。売上高は784億円、

経常利益は13億39百万円となりました。 

 （繊維） 

繊維部門におきましては、個人消費に持ち直しがみられ底打ち感が出てきたものの、百貨店等の大型小売

店の衣料品販売は引き続き低水準で推移し、依然として厳しい状況が続きました。売上高は1,141億円、経

常利益は11億81百万円となりました。 

 （食糧） 

食糧部門におきましては、雇用・所得環境の低迷による消費不振や食肉相場の低水準での推移などにより、

厳しい状況が続きました。売上高は832億円、経常利益は16億97百万円となりました。 

 （その他） 

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9億円となりましたが、大阪本社の自社ビルへの移転などによる経費を計上したことにより、3億59百

万円の経常損失となりました。 

 
（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3,510億円となり、受取手形及び売掛金の増加などにより前期末に比べ270億円

増加しました。負債は2,942億円となり、支払手形及び買掛金の増加などにより前期末に比べ249億円増加

しました。純資産は567億円となり、四半期純利益の計上などにより前期末に比べ21億円増加しました。 

 

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95億円となり、前期末に比べ16億円減少しました。 

営業活動による資金の減少は17億円となりました。これは主としてたな卸資産や売上債権が増加したこ

となどによるものです。 

投資活動による資金の減少は57億円となり、前年同期に比べ支出が54億円増加しました。これは主とし

て有形固定資産や投資有価証券の取得が増加したことなどによるものです。 

財務活動による資金の増加は59億円となりました。これは主として短期借入金による資金調達が増加し

たことなどによるものです。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間までの業績は、ほぼ当初の

予想通りに進捗しており、平成22年４月30日公表の業績予想から変更しておりません。 

 

 ２．その他の情報 

（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 

   記載すべき事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   ①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連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、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 24 号 平

成20年3月10日）を適用しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

   ②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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ 7 百万円減少し、税金等

調整前四半期純利益は 169 百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は201百万円であります。 

 

   ③企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月

26日）、「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）、「持分法に

関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適

用しております。 
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,654 11,224

受取手形及び売掛金 222,037 206,414

たな卸資産 49,470 41,181

その他 11,319 11,383

貸倒引当金 △2,760 △2,571

流動資産合計 289,721 267,633

固定資産   

有形固定資産 31,670 27,248

無形固定資産   

のれん 760 838

その他 511 554

無形固定資産合計 1,271 1,393

投資その他の資産   

その他 31,941 31,105

貸倒引当金 △3,530 △3,325

投資その他の資産合計 28,411 27,779

固定資産合計 61,352 56,421

資産合計 351,074 324,054

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 186,168 169,417

短期借入金 76,378 66,318

未払法人税等 462 1,393

賞与引当金 343 1,260

資産除去債務 37 －

その他 11,909 11,579

流動負債合計 275,301 249,969

固定負債   

長期借入金 13,224 14,480

退職給付引当金 2,672 2,442

役員退職慰労引当金 333 303

関係会社整理損失引当金 123 －

資産除去債務 107 －

その他 2,531 2,189

固定負債合計 18,993 19,416

負債合計 294,294 269,386
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22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 7,084 7,084

利益剰余金 37,359 34,439

自己株式 △204 △184

株主資本合計 56,575 53,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 777 889

繰延ヘッジ損益 △536 △121

土地再評価差額金 － 76

為替換算調整勘定 △2,461 △1,630

評価・換算差額等合計 △2,220 △786

少数株主持分 2,425 1,779

純資産合計 56,779 54,668

負債純資産合計 351,074 324,054
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 559,137 590,131

売上原価 518,036 547,608

売上総利益 41,101 42,523

販売費及び一般管理費 34,916 36,131

営業利益 6,184 6,391

営業外収益   

受取利息 195 172

受取配当金 244 260

持分法による投資利益 438 1,056

その他 722 654

営業外収益合計 1,600 2,143

営業外費用   

支払利息 1,324 1,105

その他 510 531

営業外費用合計 1,835 1,636

経常利益 5,949 6,898

特別利益   

固定資産売却益 99 2

投資有価証券売却益 718 131

出資金売却益 8 －

段階取得に係る差益 － 102

持分変動利益 3 －

貸倒引当金戻入額 406 －

特別利益合計 1,238 236

特別損失   

減損損失 211 137

投資有価証券売却損 12 4

投資有価証券評価損 125 767

出資金評価損 219 280

持分変動損失 － 10

関係会社整理損失引当金繰入額 － 123

関係会社貸倒引当金繰入額 24 65

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 161

特別損失合計 592 1,549

税金等調整前四半期純利益 6,595 5,584

法人税、住民税及び事業税 3,395 2,188

法人税等調整額 295 33

法人税等合計 3,691 2,221

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,363

少数株主損失（△） △166 △211

四半期純利益 3,070 3,574
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 197,597 200,780

売上原価 183,502 186,024

売上総利益 14,094 14,755

販売費及び一般管理費 11,525 12,333

営業利益 2,568 2,422

営業外収益   

受取利息 60 55

受取配当金 64 75

持分法による投資利益 148 246

その他 228 183

営業外収益合計 501 561

営業外費用   

支払利息 376 373

その他 85 76

営業外費用合計 461 450

経常利益 2,608 2,533

特別利益   

固定資産売却益 94 2

投資有価証券売却益 6 82

出資金売却益 8 －

特別利益合計 109 84

特別損失   

減損損失 34 －

投資有価証券売却損 0 0

投資有価証券評価損 3 156

出資金評価損 38 216

持分変動損失 － 10

関係会社整理損失引当金繰入額 － 38

関係会社貸倒引当金繰入額 － 16

特別損失合計 76 437

税金等調整前四半期純利益 2,641 2,181

法人税、住民税及び事業税 321 659

法人税等調整額 1,068 206

法人税等合計 1,390 865

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,315

少数株主損失（△） △38 △37

四半期純利益 1,289 1,353
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 6,595 5,584

減価償却費 1,385 1,529

減損損失 211 137

のれん償却額 117 253

貸倒引当金の増減額（△は減少） △736 22

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,154 △907

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 △160

受取利息及び受取配当金 △439 △433

支払利息 1,324 1,105

持分法による投資損益（△は益） △438 △1,056

固定資産売却損益（△は益） △99 △2

投資有価証券評価損 125 767

出資金評価損 219 280

投資有価証券売却損益（△は益） △706 △126

出資金売却損益（△は益） △8 －

段階取得に係る差損益（△は益） － △102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 161

売上債権の増減額（△は増加） 185 △14,561

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,204 △5,718

仕入債務の増減額（△は減少） △26,122 14,208

その他 8,588 237

小計 7,279 1,219

利息及び配当金の受取額 818 990

利息の支払額 △1,253 △1,038

法人税等の支払額 △5,262 △2,950

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,582 △1,779
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 △1,358 △2,935

有形固定資産の売却による収入 193 237

投資有価証券の取得による支出 △949 △2,353

投資有価証券の売却による収入 1,675 157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 629

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △917

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 62

短期貸付金の増減額（△は増加） △85 △584

長期貸付けによる支出 △77 △1,319

長期貸付金の回収による収入 13 1,255

その他 258 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △329 △5,765

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） △199 9,991

長期借入れによる収入 1,927 1,350

長期借入金の返済による支出 △3,249 △4,442

配当金の支払額 △818 △819

少数株主からの払込みによる収入 5 1

少数株主への配当金の支払額 △98 △22

その他 △7 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,440 5,987

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,202 △1,800

現金及び現金同等物の期首残高 10,915 11,214

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 155 155

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,868 9,570
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（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】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　　至　平成21年12月31日）

鉄鋼 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）

(1) 外部顧客に対する

売上高

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

102,142 31,059 37,526 27,204 1,083 199,017 (1,420) 197,597

1,081 88 565 678 141 2,556 12 2,568

前第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）

鉄鋼 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）

(1) 外部顧客に対する

売上高

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

285,479 83,472 107,808 83,475 3,131 563,366 (4,228) 559,137

2,416 174 1,495 1,776 314 6,178 6 6,184

(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、鉄鋼原料等

(２) 機械・金属 ……… 非鉄金属、機械、条鋼線材、鋳鍛品

(３) 繊維 ……… 繊維製品、繊維原料

(４) 食糧 ……… 食肉、水産物他

(５) その他の事業 ……… 不動産賃貸他

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　　至　平成21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。

前第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）

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。

計

営業利益

559,137

719 1,300 - - 2,208 4,228 (4,228) -

83,475 922 559,137 -

売上高

284,759 82,172 107,808

-

計

営業利益

(1,420)1,420- 741223 -454

売上高

101,918 30,604 197,59737,526 27,204 342 197,597 -
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　　至　平成21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。

前第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）

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。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社グループ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。

　当社グループは、各種商品の販売を主な事業にしており、取扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社グループは、内部管理上採用しているカンパニー制を基礎としたセグメントから構成されており、「鉄鋼」、

「産機・インフラ事業」、「繊維」及び「食糧」の４区分を報告セグメントとしております。

　鉄鋼事業は鋼管、鋼板、条鋼線材、建材、鉄鋼原料等を取扱っております。産機・インフラ事業は非鉄金属、機械、鋳鍛

品、鉄道機材を取扱っており、持分法適用会社において工業団地開発販売、発電事業等を行っております。繊維事業は

繊維製品、繊維原料を取扱っております。食糧事業は輸入食肉、水産物他を取扱っております。

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３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

鉄鋼
(百万円)

産機・
ｲﾝﾌﾗ事業
(百万円)

繊維
(百万円)

食糧
(百万円)

計
(百万円)

　売　上　高

　　外部顧客への売上高 313,332 78,426 114,178 83,241 589,178 953 590,131 - 590,131

　　セグメント間の内部

　　売上高又は振替高

計 314,560 80,567 114,179 83,241 592,548 1,202 593,751 △ 3,619 590,131

　セグメント利益又は損失（△）
　（経常利益又は経常損失）

3,027 1,339 1,181 1,697 7,244 △ 359 6,885 13 6,898

（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、不動産賃貸事業他を含んでおります。

　　　２　セグメント利益又は損失（△）の調整額13百万円は、セグメント間取引消去13百万円であります。

　　　３　「報告セグメント」及び「その他」のセグメント利益又は損失（△）の合計は、調整額13百万円を除き、四半期連結損益

　　　　  計算書の経常利益と一致しております。

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

鉄鋼
(百万円)

産機・
ｲﾝﾌﾗ事業
(百万円)

繊維
(百万円)

食糧
(百万円)

計
(百万円)

　売　上　高

　　外部顧客への売上高 105,061 26,421 40,648 28,310 200,442 337 200,780 - 200,780

　　セグメント間の内部

　　売上高又は振替高

計 105,575 26,885 40,649 28,310 201,420 378 201,799 △ 1,019 200,780

　セグメント利益又は損失（△）
　（経常利益又は経常損失）

1,422 437 91 639 2,591 △ 59 2,531 2 2,533

（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、不動産賃貸事業他を含んでおります。

　　　２　セグメント利益又は損失（△）の調整額2百万円は、セグメント間取引消去2百万円であります。

　　　３　「報告セグメント」及び「その他」のセグメント利益又は損失（△）の合計は、調整額2百万円を除き、四半期連結損益

　　　　  計算書の経常利益と一致しております。

-

514 463 0 - 978 40 1,019 △ 1,019 -

3,370 249 3,619 △ 3,6191,228 2,140 0 -

四半期連結
損益計算書

計上額
(百万円)
（注３）

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）

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）
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３．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

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　　該当事項はありません。

　　（のれんの金額の重要な変動）

　　　該当事項はありません。

　　（重要な負ののれん発生益）

　　　該当事項はありません。

（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。

（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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