
財務ハイライト（連結） FINANCIAL HIGHLIGHTS

1．平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） （百万円未満切り捨て）

⑴ 連結経営成績 （%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2四半期 2,279,694 △41.4 20,145 △73.4 24,455 △71.8 9,646 △78.8
21年3月期第2四半期 3,889,427 － 75,744 － 86,701 － 45,492 －

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2四半期 27.54 －
21年3月期第2四半期 129.65 129.61

⑵ 連結財政状態
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2四半期 2,070,474 617,696 27.0 1,596.81
　　21年3月期 2,130,089 586,996 24.9 1,515.64

2．配当の状況
1株当たり配当金

（基準日） 第2四半期末 期末 合計
円　銭 円　銭 円　銭

　　21年3月期 18.00 8.00 26.00
　　22年3月期 8.00 － －
　　22年3月期（予想） － 8.00 16.00

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）

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 5,000,000 △20.5 51,000 △44.0 54,000 △45.1 23,000 △42.8 65.71

金属
29.8%

機械・エレクトロニクス
22.7%

エネルギー・化学品
21.3%

食料
6.9%

その他
1.8%

生活産業・資材
5.7%

自動車
11.8%
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●セグメント別売上高比率（平成22年3月期第2四半期連結累計期間）
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連結財務諸表

連結貸借対照表 （平成21年9月30日現在）

単位：百万円
科　目 当第2四半期連結会計期間末

（負債及び純資産の部）

流動負債 958,025

支払手形及び買掛金 548,434

短期借入金 236,508

未払法人税等 7,420

引当金 412

その他 165,250

固定負債 494,752

社債 95,000

長期借入金 347,780

引当金 20,632

その他 31,339

負債計 1,452,777

株主資本 583,412

資本金 64,936

資本剰余金 154,367

利益剰余金 371,250

自己株式 △7,141

評価・換算差額等 △24,481

その他有価証券評価差額金 15,652

繰延ヘッジ損益 4,051

為替換算調整勘定 △44,185

新株予約権 1,238

少数株主持分 57,526

純資産計 617,696

負債及び純資産の部合計 2,070,474

科　目 当第2四半期連結会計期間末

（資産の部）

流動資産 1,369,595

現金及び預金 151,120

受取手形及び売掛金 754,727

たな卸資産 368,082

その他 104,467

貸倒引当金 △8,801

固定資産 700,879

有形固定資産 238,754

無形固定資産 112,422

のれん 95,299

その他 17,123

投資その他の資産 349,701

投資有価証券 268,160

その他 101,676

貸倒引当金 △20,135

資産の部合計 2,070,474
※百万円未満は切り捨てております。
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FINANCIAL STATEMENTS

連結損益計算書（要旨） 平成21年4月 1日から（平成21年9月30日まで） 連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） 平成21年4月 1日から（平成21年9月30日まで）
単位：百万円

科　目 当第2四半期連結累計期間

売上高 2,279,694

売上原価 2,147,859

売上総利益 131,835

販売費及び一般管理費 111,690

営業利益 20,145

営業外収益 15,384

営業外費用 11,073

経常利益 24,455

特別利益 1,577

特別損失 1,213

税金等調整前四半期純利益 24,819

法人税等 12,420

少数株主利益 2,752

四半期純利益 9,646

※百万円未満は切り捨てております。

単位：百万円
科　目 当第2四半期連結累計期間

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,662

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,793

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,731

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,927

現金及び現金同等物の減少額 △95,935

現金及び現金同等物の期首残高 242,530

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4,518

現金及び現金同等物の四半期末残高 151,113

※百万円未満は切り捨てております。
（注）連結貸借対照表科目別現金及び現金同等物の内訳
　　 現金及び預金 151,120百万円
　　 現金及び預金のうち預入期間が3ヶ月を超えるもの △6百万円
　　 現金及び現金同等物の四半期末残高 151,113百万円
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