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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 33,222 ― 342 ― 407 ― 102 ―

20年3月期第2四半期 23,760 10.7 1,504 △36.6 1,411 △39.1 753 △42.7

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

21年3月期第2四半期 1,455.56 ―

20年3月期第2四半期 10,470.66 ―

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2四半期 35,965 16,562 46.1 236,602.17
20年3月期 35,630 16,763 47.0 238,125.08

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  16,562百万円 20年3月期  16,763百万円

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 ― 2,500.00 ― 3,000.00 5,500.00
21年3月期 ― 2,500.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3,000.00 5,500.00

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 61,000 17.8 3,700 30.4 3,700 39.6 2,000 31.1 28,543.29

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） 

（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、その他の特記事項 
１．平成20年９月24日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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。業績予想に関する事項は、３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覧くだ
さい。 
３．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。なお、当第２四半期連結会計期間より、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連
結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第2四半期  72,000株 20年3月期  72,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,000株 20年3月期  1,602株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  70,137株 20年3月期第2四半期  72,000株
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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

　当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界経済の低迷

に加え、原油をはじめとする原材料価格の高騰等から景気の先行きに対する不透明感が一層強まってまいりまし

た。

　このような経済状況のもとで、当社グループの事業における状況は、原材料価格の値上がりやエネルギーコスト

アップなどの影響が、各事業でのコストダウン効果を上回ったため、製造コストが上昇し収益に影響いたしまし

た。

　この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は33,222百万円(前年同期比39.8%増)、営業利益は342百万

円(前年同期比77.2%減)、経常利益は407百万円(前年同期比71.1%減)、四半期純利益は102百万円(前年同期比86.5%

減)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

①鉄鋼建設資材事業

　鉄鋼建設資材事業においては、改正建築基準法の影響から徐々に回復し、鉄筋を中心に販売数量が増加しまし

た。鉄スクラップ価格は、未曾有の高騰から７月中旬以降には値下げに転じ、９月中旬以降は再び上昇しました。

副原料資材価格は引き続き高値で推移しました。このような環境の中当社は、原材料価格の高騰に対応すべく製

品価格の値上げを進めた結果、増収となりましたが、鉄スクラップ価格高騰の影響が大きく減益となりました。

この結果、売上高は24,210百万円（前年同期比44.4%増）、営業利益は451百万円（前年同期比73.7%減）となり

ました。　

②農業資材事業

　農業資材事業の肥料事業においては、原料価格高騰を受けて７月から製品価格が大幅値上げとなりました。こ

の値上げを控えた繰り上げ注文が発生したこともあり、有機肥料を中心に製品販売数量が拡大するとともに、

OEM品の数量も増加いたしました。園芸事業においても製品価格の値上げを進めるとともに、新製品の販売拡大

を含めホームセンターへの販売数量が増加しております。種苗事業では、ホウレンソウ、レタスの販売数量が増

加するとともに、黄化葉巻病に耐病性を持つ大玉トマトを新たに発売いたしました。この結果、売上高は7,807

百万円(前年同期比36.4%増）、営業利益は395百万円（前年同期比60.2%増）となりました。

③環境サービス事業　

　環境計量証明・コンサルタント事業を行っております株式会社環境科学コーポレーションにおいては、水質や

大気関連業務は増加しましたが、建築需要の低下にともない土壌関連業務が減少いたしました。

　廃棄物処理・リサイクル事業を行っております上武エコ・クリーン株式会社においては、木くずチップのパル

プ原料用、バイオマス発電燃料用の出荷が増加いたしました。この結果、売上高は503百万円（前年同期比0.6%

増）、営業損失は52百万円（前年同期実績の営業損失43百万円）となりました。

④その他事業　

　砕石・砕砂事業を行っております上武産業株式会社においては、公共工事や民間建築需要の減少している中、

需要家のニーズに応じたきめ細かい製品の生産・販売を推進してまいりました。この結果、売上高は790百万円

（前年同期比5.9％減）、営業利益は42百万円（前年同期比11.0%減）となりました。　

 

　　　　なお、文中における「前年同期増減率」及び「前年同期実績」は参考として記載しております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（貸借対照表の状況）

　当第２四半期連結会計期間末の流動資産は19,794百万円となり、前連結会計年度末に比べ290百万円増加いたしま

した。主な要因といたしましては、営業活動に伴う現金及び預金の増加718百万円と、受取手形及び売掛金357百万

円の減少等であります。

　固定資産は、16,171百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円の増加となりました。主な要因といたしま

しては、有形固定資産326百万円の増加と投資その他の資産277百万円の減少等であります。

この結果、資産合計は35,965百万円（前連結会計年度末比334百万円増）となりました。

　流動負債は、17,711百万円となり、前連結会計年度末に比べ550百万円の増加となりました。主な要因といたしま

しては、短期借入金1,750百万円の増加と、1年内償還予定の社債200百万円、1年内返済予定の長期借入金155百万円、

未払法人税等348百万円、その他の流動負債429百万円の減少等であります。

　固定負債は、1,692百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円の減少となりました。主な要因といたしま

しては、長期借入金30百万円、その他の固定負債30百万円の減少と、退職給付引当金46百万円の増加等でありま

す。

この結果、負債合計は19,403百万円（前連結会計年度末比536百万円増）となりました。

　純資産合計は、16,562百万円となり、前連結会計年度末に比べ201百万円減少いたしました。主な要因といたし

ましては、利益剰余金の減少109百万円、自己株式の取得61百万円、その他有価証券評価差額金の減少35百万円等

であります。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末47.0％から46.1％となりました。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末

に比べ718百万円増加の3,203百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャシュ・フローの状況

とそれらの要因は次のとおりであります。

　営業活動の結果得られた資金は、1,458百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益242百万円、減

価償却費697百万円、売上債権の減少が357百万円、営業活動によるキャッシュ・フローのその他に含めて記載して

おります未払金の増加額が408百万円となったことと、法人税等の支払額が472百万円となったこと等によるもので

あります。

　投資活動の結果使用した資金は、1,837百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,821百万

円等によるものであります。

　財務活動の結果増加した資金は、1,093百万円となりました。これは、短期借入金の純増加額が1,750百万円となっ

たことと、長期借入金の返済及び社債の償還による支出385百万円、配当金の支払210百万円を実施したこと等によ

るものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年９月24日に公

表いたしました平成21年３月期の通期業績予想（連結・個別）を修正しております。詳細は本日別途開示する、

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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）

　　該当事項はありません。

（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

　①簡便な会計処理

　　1)固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。

　　2)繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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ので、前連結会計年度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する方法によっております。

　②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　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

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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。なお、

当第２四半期連結会計期間より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ23,117千円減少しております。

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リース会計基準適用初年度開始前のリース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響はありません。

④「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）を適用しております。

　これによる、影響はありません。
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,253,777 2,534,823

受取手形及び売掛金 8,165,295 8,522,917

商品及び製品 5,523,604 6,255,289

原材料及び貯蔵品 2,349,226 1,644,005

その他 509,938 555,533

貸倒引当金 △7,706 △9,325

流動資産合計 19,794,135 19,503,244

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,064,855 3,100,953

機械装置及び運搬具（純額） 6,247,183 6,353,785

土地 2,595,481 2,594,926

その他（純額） 1,933,886 1,464,951

有形固定資産合計 13,841,406 13,514,617

無形固定資産   

のれん 51,253 64,067

その他 436,084 428,175

無形固定資産合計 487,338 492,242

投資その他の資産 1,842,500 2,120,379

固定資産合計 16,171,245 16,127,239

資産合計 35,965,380 35,630,484

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,173,095 9,179,621

短期借入金 4,500,000 2,750,000

1年内返済予定の長期借入金 110,000 265,300

1年内償還予定の社債 － 200,000

未払法人税等 147,068 495,312

賞与引当金 315,245 375,852

その他 3,465,625 3,894,639

流動負債合計 17,711,035 17,160,725

固定負債   

長期借入金 20,000 50,000

退職給付引当金 1,179,477 1,133,416

その他 492,716 522,812

固定負債合計 1,692,193 1,706,228

負債合計 19,403,228 18,866,954
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 1,802,000 1,802,000

利益剰余金 12,575,334 12,684,440

自己株式 △293,311 △232,059

株主資本合計 16,274,023 16,444,381

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 198,238 233,785

為替換算調整勘定 89,890 85,362

評価・換算差額等合計 288,128 319,148

純資産合計 16,562,152 16,763,529

負債純資産合計 35,965,380 35,630,484
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 33,222,261

売上原価 29,254,481

売上総利益 3,967,780

販売費及び一般管理費 3,625,521

営業利益 342,258

営業外収益  

受取利息 836

受取配当金 166,727

その他 47,346

営業外収益合計 214,910

営業外費用  

支払利息 22,482

売上割引 80,171

持分法による投資損失 23,859

その他 22,946

営業外費用合計 149,459

経常利益 407,709

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,946

特別利益合計 1,946

特別損失  

固定資産処分損 37,372

投資有価証券評価損 112,162

ゴルフ会員権評価損 17,385

特別損失合計 166,921

税金等調整前四半期純利益 242,735

法人税、住民税及び事業税 127,130

法人税等調整額 13,516

法人税等合計 140,646

四半期純利益 102,088
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 242,735

減価償却費 697,992

売上債権の増減額（△は増加） 357,921

仕入債務の増減額（△は減少） △6,526

その他 571,184

小計 1,863,308

利息及び配当金の受取額 92,811

利息の支払額 △25,509

法人税等の支払額 △472,179

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,458,430

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 △1,821,327

無形固定資産の取得による支出 △55,587

その他 39,717

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,837,196

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） 1,750,000

長期借入金の返済による支出 △185,300

社債の償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △210,316

その他 △61,252

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,093,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 718,894

現金及び現金同等物の期首残高 2,484,703

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,203,597
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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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。なお、当第２四半期連結会計期間

より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣

府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財

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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

鉄鋼建設資材

事業

（千円）

農業資材

事業

（千円）

環境サービス

事業

（千円）

その他

事業

（千円）

計

 

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

 

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
24,210,445 7,807,890 475,624 728,300 33,222,261 － 33,222,261

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 28,325 61,837 90,163 (90,163) －

計 24,210,445 7,807,890 503,949 790,138 33,312,424 (90,163) 33,222,261

営業利益又は営業損失 451,911 395,831 (52,753) 42,962 837,951 (495,693) 342,258

　（注）１．事業区分の方法

　　事業は、製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。　

２．各区分に属する主要な製品

　　　鉄鋼建設資材事業…主要な製品は、異形棒鋼、構造用鋼、ねじ節鉄筋等であります。

　　　農業資材事業………主要な製品は、肥料、園芸資材、種苗、乾牧草等であります。

　　　環境サービス事業…主要な製品・サービスは、環境計量証明・コンサルタント業と廃棄物処理・リサ

　　　　　　　　　　　　イクル事業です。

　　　その他事業…………主要な製品は、砕石・砕砂等であります。

３．会計処理の方法の変更

　　（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更）　

　「定性的情報・財務諸表等」４．(3) ②に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、

従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が「鉄鋼建設資材事業」で12,090千円、「農

業資材事業」で11,026千円それぞれ減少しております。

 

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　本邦以外の売上高がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  23,760,676 100.0

Ⅱ　売上原価  18,890,983 79.5

売上総利益  4,869,693 20.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  3,365,360 14.2

営業利益  1,504,332 6.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 629   

２．受取配当金 13,327   

３．仕入割引 16,639   

４．その他 13,479 44,076 0.2

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 22,920   

２．売上割引 56,280   

３．持分法による投資損失 37,893   

４．その他 20,172 137,267 0.6

経常利益  1,411,142 5.9

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 7,501   

２．貸倒引当金戻益 1,610 9,112 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産処分損 53,660 53,660 0.2

税金等調整前中間純利益  1,366,594 5.7

法人税、住民税及び事業税 589,913   

法人税等調整額 22,793 612,707 2.6

中間純利益  753,887 3.1
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,366,594

減価償却費 628,889

貸倒引当金の減少額 △1,549

受取利息及び受取配当金 △13,957

支払利息 22,920

持分法による投資損失 37,893

有形固定資産処分損 46,158

繰延資産償却 3,727

賞与引当金の減少額 △26,286

退職給付引当金の減少額 △16,930

役員退職慰労引当金の増加額 19,726

売上債権の減少額 795,696

たな卸資産の増加額 △794,887

その他流動資産の減少額 64,193

仕入債務の減少額 △1,520,930

未払金の増加額 1,294,933

その他流動負債の増加額 74,469

その他 4,553

小計 1,985,213

利息及び配当金の受取額 13,957

利息の支払額 △24,927

法人税等の支払額 △694,821

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,279,422
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

固定性預金の預入による支出 △50,059

固定性預金の払戻による収入 50,020

有形固定資産の取得による支出 △1,659,911

無形固定資産の取得による支出 △81,590

投資有価証券の売却による収入 1,400

その他 △46,093

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,786,234

Ⅲ　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 880,000

長期借入金の返済による支出 △703,718

社債の償還による支出 △40,000

配当金の支払額 △243,727

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,445

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 28,619

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減
少額（△）

△585,638

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,878,587

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 2,292,948
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

鉄鋼建設資材

事業

（千円）

農業資材

事業

（千円）

環境サービス

事業

（千円）

その他

事業

（千円）

計

 

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

 

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
16,761,129 5,725,229 478,368 795,949 23,760,676 － 23,760,676

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 700 22,736 44,055 67,492 (67,492) －

計 16,761,129 5,725,929 501,105 840,004 23,828,169 (67,492) 23,760,676

営業利益又は営業損失 1,717,316 247,008 (43,899) 48,291 1,968,716 (464,383) 1,504,332

 

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦以外の売上高がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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