
１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府

令第64号。）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日から

平成23年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。 

第４【経理の状況】
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１【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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 252,768 242,779

受取手形及び売掛金 898,212 849,467

たな卸資産 379,116 399,567

その他 150,708 150,601

貸倒引当金 △7,860 △5,634

流動資産合計 1,672,945 1,636,781

固定資産   

有形固定資産 272,513 279,270

無形固定資産   

のれん 74,985 72,020

その他 20,452 31,741

無形固定資産合計 95,438 103,762

投資その他の資産   

投資有価証券 325,000 316,037

その他 91,767 92,304

貸倒引当金 △21,417 △23,016

投資その他の資産合計 395,349 385,325

固定資産合計 763,302 768,357

資産合計 2,436,248 2,405,139
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 713,395 670,130

短期借入金 283,860 313,813

未払法人税等 13,604 10,971

引当金 2,126 1,675

その他 262,134 243,706

流動負債合計 1,275,121 1,240,297

固定負債   

社債 65,000 65,000

長期借入金 378,003 366,589

引当金 21,634 20,343

その他 29,109 31,780

固定負債合計 493,748 483,714

負債合計 1,768,869 1,724,011

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,936 64,936

資本剰余金 154,367 154,367

利益剰余金 431,126 439,760

自己株式 △7,430 △7,434

株主資本合計 642,999 651,629

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,849 15,981

繰延ヘッジ損益 1,090 1,836

為替換算調整勘定 △63,400 △61,311

その他の包括利益累計額合計 △47,460 △43,492

新株予約権 1,363 1,473

少数株主持分 70,475 71,517

純資産合計 667,378 681,128

負債純資産合計 2,436,248 2,405,139
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,362,593 1,310,426

売上原価 1,278,779 1,235,830

売上総利益 83,813 74,596

販売費及び一般管理費 58,444 60,948

営業利益 25,368 13,648

営業外収益   

受取利息 909 723

受取配当金 3,855 5,512

持分法による投資利益 3,556 4,882

雑収入 2,612 3,698

営業外収益合計 10,934 14,817

営業外費用   

支払利息 3,354 3,324

雑支出 2,216 1,511

営業外費用合計 5,571 4,835

経常利益 30,731 23,630

特別利益   

固定資産売却益 64 5,349

投資有価証券及び出資金売却益 1,029 53

貸倒引当金戻入額 165 －

厚生年金基金代行返上益 － 2,214

その他 9 3

特別利益合計 1,268 7,621

特別損失   

固定資産処分損 135 50

投資有価証券及び出資金売却損 30 －

投資有価証券及び出資金評価損 1,868 1,146

関係会社整理損 － 52

債務保証損失引当金繰入額 － 191

事業撤退損失引当金繰入額 － 1,367

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 523 －

その他 10 10

特別損失合計 2,568 2,818

税金等調整前四半期純利益 29,431 28,432

法人税等 11,585 9,230

少数株主損益調整前四半期純利益 17,846 19,202

少数株主利益 3,157 2,638

四半期純利益 14,688 16,563

2011/08/12 13:31:5811757097_第１四半期報告書_20110812133141

- 12 -



【四半期連結包括利益計算書】 
【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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 17,846 19,202

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,598 1,125

繰延ヘッジ損益 △2,972 859

為替換算調整勘定 △10,569 143

持分法適用会社に対する持分相当額 △569 1,463

その他の包括利益合計 △24,711 3,591

四半期包括利益 △6,864 22,793

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,195 20,538

少数株主に係る四半期包括利益 2,330 2,254
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

（1）連結の範囲の重要な変更 

当第１四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに26社を連結の範囲に含めておりま

す。一方、前連結会計年度における連結子会社のうち、６社については、合併等により、連結の範囲から除外しており

ます。 

（2）持分法適用の範囲の重要な変更 

当第１四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに13社を持分法適用の範囲に含めて

おります。一方、前連結会計年度に持分法を適用した会社のうち、２社については、売却等により、持分法適用の範囲

から除外しております。 

  

【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）  

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30

日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）

を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプショ

ンについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のう

ち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、これに伴う影響はありません。 

  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

 税金費用の計算 税金費用については、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。 

  

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

１．配当金支払額 

２．株主資本の金額の著しい変動 

該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．配当金支払額 

２．株主資本の金額の著しい変動 

該当事項はありません。  

  

【注記事項】

（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22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

減価償却費 7,575百万円 7,653百万円 

のれんの償却額 3,791   3,854   

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年6月25日 

定時株主総会 
普通株式  2,802  8 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年6月23日 

定時株主総会 
普通株式  5,598  16 平成23年３月31日 平成23年６月24日 利益剰余金 

2011/08/12 13:31:5811757097_第１四半期報告書_20110812133141

- 15 -



Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

 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、グループ全体の業務支援を行う職

能部門を含んでおります。  

   ２．セグメント利益又は損失の調整額には、主にセグメント間取引額を表示しております。 

   ３．セグメント利益又は損失は、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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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、グループ全体の業務支援を行う職

能部門を含んでおります。  

   ２．セグメント利益又は損失の調整額には、主にセグメント間取引額を表示しております。 

   ３．セグメント利益又は損失は、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。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３

金属 

グローバ

ル生産部

品・ロジ

スティク

ス 

自動車 

機械・エ

ネルギ

ー・プラ

ントプロ

ジェクト

化学品・

エレクト

ロニクス

食料
生活産

業・資材
計

売上高                         

外部顧客へ

の売上高 
 392,889 163,852  165,732 209,398 290,712 68,993  70,353 1,361,933  659  1,362,593 － 1,362,593

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 142 1,470    13 212 1,759 31  663 4,293  176  4,469 △4,469 －

計  393,031 165,323  165,746 209,611 292,471 69,025 71,017 1,366,226    836  1,367,063 △4,469 1,362,593

セグメント利

益又は損失

(△) 

 10,486 4,175  5,099 △333 3,949 697 1,750 25,826  △320  25,506 △137 25,368

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３

金属 

グローバ

ル生産部

品・ロジ

スティク

ス 

自動車 

機械・エ

ネルギ

ー・プラ

ントプロ

ジェクト

化学品・

エレクト

ロニクス

食料
生活産

業・資材
計

売上高                         

外部顧客へ

の売上高 
 341,825 136,024  144,356 273,697 264,210 84,116  65,356 1,309,588  837  1,310,426 － 1,310,426

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 39 1,568    5 365 1,483 30  352 3,845  98  3,943 △3,943 －

計  341,865 137,593  144,362 274,062 265,693 84,147 65,709 1,313,433    936  1,314,369 △3,943 1,310,426

セグメント利

益又は損失

(△) 

 5,879 1,722  4,142 △1,736 1,861 285 2,178 14,333  △685  13,647 0 13,648
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２．報告セグメントの変更等に関する事項  

当第１四半期連結会計期間より、従来の金属本部、機械・エレクトロニクス本部、自動車本部、エネルギー・化

学品本部、食料本部、生活産業・資材本部の６営業本部から、金属本部、グローバル生産部品・ロジスティクス本

部、自動車本部、機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部、化学品・エレクトロニクス本部、食料本部、生

活産業・資材本部の７営業本部に変更しております。これに伴い、前第１四半期連結累計期間の報告セグメントを

変更後の報告セグメントの区分方法により組み替えて表示しております。 

  

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 41 96 円 銭 47 37

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  14,688  16,563

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  14,688  16,563

普通株式の期中平均株式数（千株）  350,025  349,686

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－ － 

（重要な後発事象）

２【その他】
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