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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 49,672 ― 3,979 ― 4,005 ― 2,219 ―

20年3月期第3四半期 36,118 9.5 2,111 △37.5 1,984 △39.7 1,074 △43.0

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 31,664.38 ―

20年3月期第3四半期 14,947.69 ―

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 39,514 18,303 46.3 261,475.52
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3四半期  18,303百万円 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  有  
 

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） ――― ――― ――― 4,500.00 7,000.00

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 5,100 79.8 5,100 92.4 2,800 83.6 39,960.61

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11月４日に公表いたしました連結業績予想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、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3四半期  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3四半期  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3四半期  70,091株 20年3月期第3四半期  71,910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３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場に

おける混乱や株式・為替市場の大幅な変動、さらに原油価格や原材料価格の乱高下も大きな懸念材料となり、企業収

益の悪化、個人消費の低迷等、景気後退は非常に深刻なものとなりました。 

 このような状況のもとで、当社グループの事業における状況は、第２四半期まで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を上回り、製造コストが上昇しましたが、10月以降は原材料

価格やエネルギーコストの値下がりから製造コストが大幅に改善し、収益が好転いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は49,672百万円(前年同期比37.5％増)、営業利益は3,979百

万円(前年同期比88.5％増)、経常利益は4,005百万円(前年同期比101.9％増)、当期純利益は2,219百万円(前年同期比

106.5％増)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。 

（鉄鋼建設資材事業） 

 鉄鋼建設資材事業においては、鉄筋の販売数量は改正建築基準法の影響が顕著であった前年同期の実績を上回りま

したが、構造用鋼の販売数量は景気後退の影響から前年を下回りました。鉄スクラップ価格は、７月以降下落基調と

なったことから収益が改善し10月以降は大幅な増益となりました。 

 この結果、売上高は35,591百万円（前年同期比38.8%増）、営業利益は3,854百万円（前年同期比59.3%増）となり

ました。 

 

（農業資材事業） 

 農業資材事業の肥料事業においては、第１四半期では７月からの製品価格大幅値上げを控えた繰り上げ注文により

有機肥料を中心に販売数量が大きく前年を上回りました。その前倒しの影響とその後の円高等による先安感から７月

以降の累計販売数量は前年を下回りました。園芸事業においては、ホームセンターへの販売数量拡大と製品値上げを

進めました。種苗事業においては、自社育成品種の販売数量底上げを進めましたが、主力商品であるトウモロコシの

販売数量が前年を割り込んでおります。 

 この結果、売上高は12,122百万円(前年同期比44.0%増）、営業利益は832百万円（前年同期比164.8%増）となりま

した。 

 

（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

関連等の分析受注は増加しましたが、固定費の上昇により前年より減益となりました。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、がれき類とも収集量が前年より増加したことに

ともないリサイクル品の販売も増加しました。 

 この結果、売上高は838百万円（前年同期比2.0%増）、営業損失は32百万円（前年同期実績の営業損失19百万円）

となりました。 

 

（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、建設需要の低迷から販売数量が減少しました。 

 この結果、売上高は1,255百万円（前年同期比6.3％減）、営業利益は80百万円（前年同期比18.2%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３四半期連結会計期間末の流動資産は22,436百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,933百万円増加いたし

ました。主な要因といたしましては、現金及び預金705百万円、受取手形及び売掛金2,593百万円の増加と、たな卸資

産334百万円の減少等であります。  

 固定資産は、17,078百万円となり、前連結会計年度末に比べ950百万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1,583百万円の増加と、投資その他の資産596百万円の減少等であります。 

この結果、資産合計は39,514百万円（前連結会計年度末比3,884百万円増）となりました。  

 流動負債は、18,028百万円となり、前連結会計年度末に比べ867百万円の増加となりました。主な要因といたしま

しては、未払法人税等1,001百万円、設備未払金（流動負債のその他）1,768百万円の増加と、支払手形及び買掛金

488百万円、短期借入金1,145百万円の減少等であります。 

 固定負債は、3,183百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,477百万円の増加となりました。主な要因といたしま

しては、長期借入金1,570百万円の増加等であります。 

 この結果、負債合計は21,211百万円（前連結会計年度末比2,344百万円増）となりました。 

 純資産合計は、18,303百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,539百万円増加いたしました。主な要因といたし

ましては、利益剰余金1,833百万円の増加と、自己株式の取得61百万円、その他有価証券評価差額金196百万円の減少

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46.3％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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705百万円増加の3,190百万円となりました。当第３四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、2,706百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益3,794万円、減 

価償却費1,064百万円、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729

百万円となったことと、売上債権の増加が2,593百万円、法人税等の支払額が596百万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、1,972百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,945百万円

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、7百万円となりました。これは、長期借入金による収入が2,000百万円となったこ

とと、短期借入金の純減少額が1,145百万円、長期借入金の返済及び社債の償還による支出420百万円、配当金の支払

366百万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３四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11月４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)たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として受払記録等により合理的に算出する方法によっております。 

2)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。 

3)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）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たな卸資産については、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３四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12,663千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３四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 3,240,542 2,534,823

受取手形及び売掛金 11,116,575 8,522,917

商品及び製品 5,866,074 6,255,289

原材料及び貯蔵品 1,698,571 1,644,005

その他 524,888 555,533

貸倒引当金 △9,661 △9,325

流動資産合計 22,436,990 19,503,244

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,442,414 3,100,953

機械装置及び運搬具（純額） 7,196,504 6,353,785

土地 2,595,714 2,594,926

その他（純額） 1,863,059 1,464,951

有形固定資産合計 15,097,692 13,514,617

無形固定資産   

のれん 44,847 64,067

その他 411,582 428,175

無形固定資産合計 456,429 492,242

投資その他の資産 1,523,879 2,120,379

固定資産合計 17,078,002 16,127,239

資産合計 39,514,992 35,630,484

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,691,210 9,179,621

短期借入金 1,605,000 2,750,000

1年内返済予定の長期借入金 475,000 265,300

1年内償還予定の社債 － 200,000

未払法人税等 1,497,006 495,312

賞与引当金 177,608 375,852

その他 5,582,224 3,894,639

流動負債合計 18,028,049 17,160,725

固定負債   

長期借入金 1,620,000 50,000

退職給付引当金 1,173,337 1,133,416

その他 390,318 522,812

固定負債合計 3,183,655 1,706,228

負債合計 21,211,705 18,866,954
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（単位：千円）

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 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 1,802,000 1,802,000

利益剰余金 14,517,634 12,684,440

自己株式 △293,311 △232,059

株主資本合計 18,216,323 16,444,381

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,374 233,785

為替換算調整勘定 49,589 85,362

評価・換算差額等合計 86,963 319,148

純資産合計 18,303,286 16,763,529

負債純資産合計 39,514,992 35,630,484
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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：千円）

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 49,672,437

売上原価 40,259,655

売上総利益 9,412,782

販売費及び一般管理費 5,432,860

営業利益 3,979,922

営業外収益  

受取利息 2,141

受取配当金 176,070

その他 59,781

営業外収益合計 237,993

営業外費用  

支払利息 37,520

売上割引 120,058

持分法による投資損失 25,120

その他 29,562

営業外費用合計 212,262

経常利益 4,005,653

特別利益  

固定資産売却益 393

貸倒引当金戻入額 803

特別利益合計 1,196

特別損失  

固定資産処分損 70,749

投資有価証券評価損 121,358

ゴルフ会員権評価損 20,565

特別損失合計 212,674

税金等調整前四半期純利益 3,794,175

法人税、住民税及び事業税 1,589,482

法人税等調整額 △14,694

法人税等合計 1,574,787

四半期純利益 2,219,388
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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 3,794,175

減価償却費 1,064,418

売上債権の増減額（△は増加） △2,593,208

仕入債務の増減額（△は減少） △488,411

その他 1,392,118

小計 3,169,092

利息及び配当金の受取額 178,211

利息の支払額 △44,841

法人税等の支払額 △596,226

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,706,236

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 △1,945,176

無形固定資産の取得による支出 △66,460

その他 39,509

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,972,127

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） △1,145,000

長期借入れによる収入 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △220,300

社債の償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △366,185

その他 △61,252

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,262

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 705,598

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 3,190,301
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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、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） 

（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３四半期連結累計期間の営業利益が「鉄鋼建設資材事業」で2,239千円、

「農業資材事業」で10,423千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） 

 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。 

 
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  
35,591,575 12,122,626 792,729 1,165,506 49,672,437 － 49,672,437 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － 46,205 90,351 136,557 (136,557) － 

計 35,591,575 12,122,626 838,934 1,255,857 49,808,994 (136,557) 49,672,437 

営業利益 

(又は営業損失) 
3,854,518 832,961 (32,306) 80,085 4,735,259 (755,337) 3,979,922 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 36,118,844 

Ⅱ 売上原価 28,879,230 

売上総利益 7,239,614 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,127,793 

営業利益 2,111,820 

Ⅳ 営業外収益 68,652 

 受取利息 924 

 受取配当金 19,955 

 仕入割引 25,350 

 その他 22,422 

Ⅴ 営業外費用 196,176 

 支払利息 36,727 

 売上割引 85,290 

 持分法による投資損失 45,213 

 その他 28,943 

経常利益 1,984,297 

Ⅵ 特別利益 12,244 

 固定資産売却益 11,350 

 貸倒引当金戻入益 894 

Ⅶ 特別損失 73,334 

 固定資産処分損 73,334 

税金等調整前四半期純利益 1,923,207 

税金費用 848,318 

四半期純利益 1,074,888 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 1,923,207 

 減価償却費 957,968 

 売上債権の減少 432,261 

 仕入債務の減少 △32,568 

 その他 △938,171 

小計 2,342,697 

 利息及び配当金受領額 20,880 

 利息の支払額 △40,212 

 法人税等の支払額 △1,252,775 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,070,589 

Ⅱ 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 △2,433,649 

 無形固定資産の取得による支出 △92,996 

 その他 △33,787 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,560,432 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増加額 2,510,000 

 長期借入金の返済による支出 △915,178 

 配当金の支払額 △417,338 

 社債の償還による支出 △40,000 

 自己株式の取得による支出 △127,590 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,009,893 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 20,831 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

△459,118 

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期末残高 2,419,469 
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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〕 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

〔所在地別セグメント情報〕 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

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〕 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

本邦以外の売上高がないため、該当事項はありません。 

 
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） 

その他の事業
  

（千円） 

計 
  

（千円） 

消去又は全社 
  

（千円） 

連結 
  

（千円） 

売上高 25,644,194 8,417,845 822,790 1,340,644 36,225,474 (106,630) 36,118,844 

営業費用 23,224,067 8,103,273 841,944 1,242,687 33,411,972 595,051 34,007,023 

営業利益 2,420,127 314,572 (19,154) 97,956 2,813,502 (701,682) 2,111,820 
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