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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21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12月期第3四半期 32,366 ― 155 ― 359 ― 135 ―

20年12月期第3四半期 49,990 135.2 1,540 350.5 1,723 358.9 798 247.2

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12月期第3四半期 34.61 ―

20年12月期第3四半期 204.01 ―

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12月期第3四半期 27,315 10,999 35.5 2,478.59
20年12月期 37,526 10,987 25.8 2,469.39

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  9,706百万円 20年12月期  9,670百万円

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

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

20年12月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

15.00 15.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  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 43,100 △33.6 38 △96.6 231 △83.2 78 △85.0 19.92
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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）  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、その他特記事項 

１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づくものであるため、実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項は、４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に記載のとおりであります。 
２．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。 

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12月期第3四半期 3,922,000株 20年12月期  3,922,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  6,027株 20年12月期  6,027株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 3,915,973株 20年12月期第3四半期 3,916,030株
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  当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、年前半は、世界的な金融不安による急激な景気の悪化に見

舞われ、その後、持ち直し傾向を辿っているものの、急速に進む円高や依然として改善しない個人消費の低迷な

どから先行きには不安材料が多く、回復の裾野の拡がりは限定的な状況で推移いたしました。 

  鉄鋼業界におきましては、年前半の外需・内需共に激減した状況から外需に回復の兆しが見られるものの、平

成21年度上半期（４月－９月）の全国粗鋼生産量は4,333万トン（日本鉄鋼連盟）と前年同期比29.6％の減少とな

り、半期ベースでは歴史的な低水準にとどまりました。  

  鉄鋼流通業界におきましては、需要業界の在庫調整は落ち着きを取り戻してきているものの実需要の回復は見

られず、厳しい環境が続きました。  

  このような厳しい環境の下、当社グループは、受注の低迷が続く中、在庫の適正化と販売量の確保に重点を置

き、きめ細かい営業活動に注力してまいりましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高は、323億66百万円にと

どまり、営業利益１億55百万円、経常利益３億59百万円、四半期純利益は１億35百万円となりました。 

  

事業部門別の売上高概況は、次のとおりであります。  

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

事業部門別 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

構造用鋼  百万円 1,768

線材  257

鉄筋  1,694

平・角鋼  2,168

一般形鋼  4,729

Ｈ形鋼  6,680

軽量形鋼  2,086

鋼板類  5,613

鋼管・その他類  5,693

特殊鋼類  1,005

一般鋼材販売事業 小計  31,698

その他の事業  668

合計  32,366
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①財政状態の状況  

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ102億11百万円減少し、273億15百万円となり

ました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の減少82億71百万円及び商品の減少21億10百万円等によるものであ

ります。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ102億23百万円減少し、163億15百万円となりました。この主な要因は、支

払手形及び買掛金の減少84億12百万円、短期借入金の減少７億30百万円及び長期借入金の減少13億50百万円等によ

るものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ11百万円増加し、109億99百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、25.8％から35.5％となりました。 

  

②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の残高は、前連結会計年度末に比べ１億52百万円減少

し、19億23百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、19億26百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少84億12百万円による

支出があったものの、売上債権の減少82億71百万円及び、たな卸資産の減少21億10百万円等による収入があったこ

とによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、２億円となりました。これは主に、投資不動産の賃貸による収入２億47百万円

によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、22億78百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額７億30百万円

及び長期借入金の返済による支出13億50百万円等によるものであります。 

  

 平成21年８月７日に公表いたしました業績予想から変更はありません。  

  

 該当事項はありません。  

   

・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における棚卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。  

 ②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定

実効税率を使用する方法によっております。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

２．連結財政状態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

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）

（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
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 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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として後入先出法又は移動平均法による低

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、主として後入先出法又は移動平均法による

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。

 この変更による損益に与える影響はありません。 

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。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。 

  

  

（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
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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21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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,023,751 2,176,338

受取手形及び売掛金 11,873,668 20,144,753

商品 2,279,196 4,390,052

繰延税金資産 118,743 70,082

その他 1,556,265 889,932

貸倒引当金 △63,941 △107,888

流動資産合計 17,787,683 27,563,271

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,569,240 1,637,750

土地 2,830,187 2,784,972

その他（純額） 390,721 380,162

有形固定資産合計 4,790,149 4,802,885

無形固定資産   

のれん 524,866 656,082

その他 78,406 50,591

無形固定資産合計 603,272 706,674

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 2,523,467 2,591,079

繰延税金資産 34,047 44,775

その他 1,642,045 1,894,904

貸倒引当金 △65,607 △77,042

投資その他の資産合計 4,133,952 4,453,717

固定資産合計 9,527,375 9,963,277

資産合計 27,315,058 37,526,548
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,841,895 16,254,847

短期借入金 4,010,000 4,740,000

未払法人税等 336,351 465,504

賞与引当金 60,516 43,416

役員賞与引当金 11,250 30,000

その他 1,154,418 809,552

流動負債合計 13,414,431 22,343,321

固定負債   

長期借入金 1,200,000 2,550,000

繰延税金負債 1,192,202 1,189,184

退職給付引当金 153,800 151,509

役員退職慰労引当金 228,104 225,042

その他 126,893 79,585

固定負債合計 2,900,999 4,195,321

負債合計 16,315,431 26,538,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 735,800 735,800

資本剰余金 601,840 601,840

利益剰余金 8,177,106 8,159,037

自己株式 △23,429 △23,429

株主資本合計 9,491,317 9,473,247

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 214,792 196,831

評価・換算差額等合計 214,792 196,831

少数株主持分 1,293,516 1,317,827

純資産合計 10,999,626 10,987,905

負債純資産合計 27,315,058 37,526,548
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 32,366,599

売上原価 29,467,315

売上総利益 2,899,284

販売費及び一般管理費 2,743,540

営業利益 155,743

営業外収益  

受取利息 11,346

受取配当金 13,617

仕入割引 49,601

不動産賃貸料 247,275

その他 9,446

営業外収益合計 331,287

営業外費用  

支払利息 61,211

売上割引 17,178

不動産賃貸原価 45,459

その他 3,390

営業外費用合計 127,238

経常利益 359,791

特別利益  

貸倒引当金戻入額 57,806

特別利益合計 57,806

特別損失  

固定資産売却損 1,768

特別損失合計 1,768

税金等調整前四半期純利益 415,829

法人税等 244,791

過年度法人税等 54,182

少数株主損失（△） △18,693

四半期純利益 135,548
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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21年１月１日 
 至 平成21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 415,829

減価償却費 166,657

のれん償却額 131,216

貸倒引当金の増減額（△は減少） △55,382

受取利息及び受取配当金 △24,964

支払利息 61,211

有形固定資産売却損益（△は益） 1,768

売上債権の増減額（△は増加） 8,271,084

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,110,855

仕入債務の増減額（△は減少） △8,412,952

その他 △82,322

小計 2,583,003

法人税等の支払額 △656,606

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,926,396

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 △13,690

有形固定資産の売却による収入 1,518

投資有価証券の取得による支出 △6,674

投資不動産の賃貸による収入 247,149

貸付けによる支出 △34,000

貸付金の回収による収入 11,714

利息及び配当金の受取額 25,805

その他 △31,765

投資活動によるキャッシュ・フロー 200,057

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） △730,000

長期借入金の返済による支出 △1,350,000

利息の支払額 △67,846

配当金の支払額 △117,505

少数株主への配当金の支払額 △9,453

その他 △4,188

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,278,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,548

現金及び現金同等物の期首残高 2,076,267

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,923,719
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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）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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日）  

 当社グループの事業は、「一般鋼材販売事業」と「その他の事業」に区分していますが、全セグメントの売

上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める、「一般鋼材販売事業」の割合が90％を超えているため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

  海外売上高は、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。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

-10-

清和中央ホールディングス㈱ (7531) 平成21年12月期 第３四半期決算短信



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成20年１月１日  
 至 平成20年９月30日）  

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       49,990,957  100.0

Ⅱ 売上原価        45,180,412  90.4

売上総利益       4,810,545  9.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費       3,269,980  6.5

営業利益       1,540,565  3.1

Ⅳ 営業外収益                 

１．受取利息  13,591           

２．受取配当金  18,046           

３．仕入割引  81,309           

４．不動産賃貸収入  241,092           

５．その他  17,284  371,324  0.7

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  104,040           

２．不動産賃貸原価  53,433           

３．その他  30,537  188,011  0.4

経常利益       1,723,878  3.4

Ⅵ 特別利益                

  貸倒引当金戻入益   11,530  11,530  0.0

Ⅶ 特別損失                

  ゴルフ会員権評価損  8,128  8,128  0.0

税金等調整前四半期純利益       1,727,280  3.4

法人税、住民税及び事業税       783,586  1.5

少数株主利益       144,796  0.3

四半期純利益       798,897  1.6
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成20年１月１日 
至 平成20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   

税金等調整前四半期純利益  1,727,280

減価償却費   172,996

のれん償却額   131,216

賞与引当金の増加額   45,418

役員賞与引当金の減少額  △6,251

退職給付引当金の減少額  △83

役員退職引当金の増加額   16,534

貸倒引当金の増加額  5,440

ゴルフ会員権評価損  8,128

受取利息及び受取配当金  △31,638

支払利息   104,040

売上債権の増加額  △1,529,213

たな卸資産の増加額 △1,207,036

仕入債務の増加額   3,299,884

その他  △722,995

小計  2,013,721

法人税等の支払額  △264,488

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,749,233

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出  △90,375

有形固定資産の取得による支出  △32,863

有形固定資産の売却による収入   25,809

貸付金の貸付による支出  △50,772

貸付金の回収による収入   8,857

利息及び配当金の受取額   30,697

その他  △124,473

投資活動によるキャッシュ・フロー △233,119

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純減少額 △905,478

長期借入金の返済による支出  △275,000

利息の支払額  △106,104

配当金の支払額  △62,654

少数株主への配当金の支払額  △9,353

その他  △1,831

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,360,421

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  155,692

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,327,789

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,483,482
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年１月１日 至平成20年９月30日） 

      事業の種類として「一般鋼材販売事業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、全セグメントの売上

高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「一般鋼材販売事業」の割合がいずれも

90％を超えているため、事業の種類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20年１月１日 至平成20年９月30日） 

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年１月１日 至平成20年９月30日） 

      海外売上高は、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。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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