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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

   連結経営指標等 

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

       ２ 従業員数は就業人員数を表示しております。 

   

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

第２四半期 
連結累計期間

第８期
第２四半期 
連結累計期間

第７期
第２四半期 
連結会計期間

第８期 
第２四半期 
連結会計期間

第７期

会計期間

自 平成21年
  ４月１日
至 平成21年
  ９月30日

自 平成22年
  ４月１日
至 平成22年
  ９月30日

自 平成21年
  ７月１日
至 平成21年
  ９月30日

自 平成22年 
  ７月１日 
至 平成22年 
  ９月30日

自 平成21年
    ４月１日
至 平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 1,886,398 1,965,179 989,277 1,006,889 3,844,418 

経常利益 (百万円) 1,547 22,161 6,643 11,364 13,702 

四半期(当期)純利益 (百万円) 20,008 9,119 21,572 2,564 8,794 

純資産額 (百万円) － － 396,982 356,540 377,404 

総資産額 (百万円) － － 2,265,263 2,074,931 2,160,918 

１株当たり純資産額 (円) － － 298.84 264.87 281.69 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 16.21 7.29 17.48 2.05 7.08 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) 16.12 7.28 17.24 2.05 7.06 

自己資本比率 (％) － － 16.4 16.0 16.3 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 46,841 51,664 － － 107,222 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 23,065 △2,255 － － 28,439 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △46,337 △62,834 － － △102,597

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) － － 446,979 431,554 454,262 

従業員数 (名) － － 17,147 16,781 17,331 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1) 連結会社の状況 

                                                 平成22年９月30日現在 

 
  (注)   従業員数は、就業人員数であり、臨時従業員は[ ]内に当第２四半期連結会計期間の平均人数

を外数で記載しております。 

  
(2) 提出会社の状況 

                                                 平成22年９月30日現在 

 
  (注)   上記従業員数に海外支店・海外駐在員事務所の現地社員169名及び受入出向者62名を加え、海外

現地法人及び事業会社への出向者738名を除いた提出会社の就業人員数は1,802名であり、臨時

従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用就業人員数は164名であります。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

 
従業員数(名) 16,781 [3,588] 

 
従業員数(名) 2,309 
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第２ 【事業の状況】 

当第２四半期連結会計期間における「販売の状況」については、「業績の状況」及び「第５ 経理の状

況（セグメント情報等）」を参照願います。 

 なお、取引形態別の販売の状況は以下のとおりであります。 
  

 
   (注) １ 成約高と売上高の差額は僅少なため、成約高の記載を省略しております。 

   ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。 

  

   

   ３ 記載金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

(1) 業績の状況 

  当連結会計年度の第２四半期会計期間（平成22年７月～９月）の経済情勢は、欧米先進諸国の二番底

懸念は後退しているものの、景気回復に時間がかかっており、中国経済の拡大ペースも減速しておりま

すが、アジア経済は総じて拡大基調にあり堅調に推移しました。このような情勢にあって、米国では製

造業の伸びが鈍化しており、個人消費の動きが弱く、雇用の回復も完全とはいえない状況にあり、経済

の減速懸念とともに為替相場は対ドルで円高が進んでいます。欧州圏では、ドイツを中心に景気回復基

調にはありますが、依然としてソブリンリスクへの懸念が根強いため、各国で財政再建・緊縮を進める

動きに変わりはなく、これら緊縮財政の本格化による景気の下押しが懸念されます。 

 日本経済においては、猛暑の影響やエコカー減税の駆込み需要などにより、７月～９月期の実質GDP

成長率はプラス成長が見込まれている一方、円高による企業収益の悪化、デフレの影響及び雇用情勢の

悪化などによる景気の下振れ圧力が懸念されるとともに、政策効果の剥げ落ちによる内需低迷も予想さ

れ、景気回復の先行きは依然不透明です。 

 欧米及び日本経済がこれらの懸念材料を抱えているなか、引き続き、アジアを中心とする新興国経済

が高い成長率を背景に世界経済を牽引する構図となっています。 

  
  

１ 【販売の状況】

形態 金額(百万円) 構成比(％) 前年同四半期比(％)

輸出 102,601 10.2 △10.6

輸入 217,891 21.6 △15.6

国内 467,735 46.5 12.1 

外国間 218,661 21.7 9.9 

合計 1,006,889 100.0 1.8 

相手先
前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

TSネットワーク㈱ 130,721 13.2 174,825 17.4 

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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 当第２四半期連結会計期間の当社グループの業績につきましては、下記のとおりであります。 
  

  当第２四半期連結会計期間の連結売上高は、機械部門において航空機関連取引の減少などにより減収

となった一方、エネルギー・金属部門における合金鉄などの価格上昇及び取扱い数量の増加による増

収、化学品・機能素材部門における中国・アジアでの需要回復による化学品、合成樹脂取引の増加及び

メタノール価格上昇などによる増収、生活産業部門における煙草値上げ前の需要増加による増収などに

より、1兆68億89百万円と前年同四半期比1.8％の増収となりました。売上高の内容を取引形態別に見ま

すと、輸出取引は1,026億1百万円、輸入取引は2,178億91百万円、国内取引は4,677億35百万円、外国間

取引は2,186億61百万円となりました。また、商品部門別では、機械部門は2,233億48百万円、エネルギ

ー・金属部門が2,386億44百万円、化学品・機能素材部門が1,517億92百万円、生活産業部門が3,821億

86百万円、その他が109億17百万円となりました。 

 売上総利益は、中国・アジアでの需要回復による化学品、合成樹脂取引の増加及びメタノール価格の

上昇及び合金鉄などの価格上昇及び取扱い数量の増加などにより、前年同四半期比13億71百万円増加の

489億円となりました。 

 営業利益は、売上総利益の増益や販売費及び一般管理費の減少により、前年同四半期比24億51百万円

増加の107億59百万円となりました。 

 経常利益は、営業利益の増益や鉄鋼関連会社の増益などに伴う持分法による投資利益の増加により、

前年同四半期比47億21百万円増加の113億64百万円となりました。 

 特別損益は、特別利益として貸倒引当金戻入額など合計7億15百万円を計上し、また、特別損失とし

て事業構造改善損50億45百万円など合計65億18百万円を計上した結果、特別損益合計は58億3百万円の

損失となりました。 

  この結果、税金等調整前四半期純利益55億61百万円から、法人税、住民税及び事業税28億67百万円、

法人税等調整額として9億82百万円の利益を計上した結果、少数株主損益調整前四半期純利益は36億76

百万円となりました。また、少数株主損益調整前四半期純利益から少数株主利益11億12百万円を控除し

た結果、四半期純利益は前年同四半期比190億8百万円減少の25億64百万円となりました。 
  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  
機械 
欧州向けなど自動車取引の増加がありましたが、航空機関連取引の減少などがあったことにより、
売上高は2,233億48百万円となりました。中南米自動車会社の業績が低迷した一方、販売費及び一
般管理費の減少や持分法による投資利益の増加などにより四半期純利益は22億71百万円となりまし
た。 

  
エネルギー・金属 
合金鉄などの価格上昇及び取扱い数量の増加により、売上高は2,386億44百万円となりました。四
半期純利益は鉄鋼関連会社の持分法による投資利益の増加などにより35億82百万円となりました。

  
化学品・機能素材 
中国・アジアでの需要回復による化学品、合成樹脂取引の増加及びメタノール価格の上昇などによ
り、売上高は1,517億92百万円、四半期純利益は11億31百万円となりました。 

  
生活産業 
煙草の値上げ前の需要増加による取扱い数量の増加により、売上高は3,821億86百万円となりまし
たが、不動産事業の減益などにより、四半期純利益は2億41百万円となりました。 

  
その他 
売上高は109億17百万円となり、また、保有資産の見直しに伴う事業構造改善損の計上などによ
り、29億15百万円の四半期純損失となりました。                

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは

594億53百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは8億74百万円の収入、財務活動によるキャ

ッシュ・フローは489億35百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調

整した結果、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の残高は4,315億54百万円とな

りました。 
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間の営業活動による資金は594億53百万円の収入となり、前年同四半期比311

億61百万円の収入増加となりました。売上債権及びたな卸資産の減少や仕入債務の増加などにより営業

資金負担が改善し、収入が支出を上回りました。 
  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間の投資活動による資金は8億74百万円の収入となり、前年同四半期比310億

76百万円の収入減少となりました。固定資産の取得による支出などがありましたが、貸付金を回収した

ことなどにより、収入が支出を上回りました。 
  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間の財務活動による資金は489億35百万円の支出となり、前年同四半期比300

億71百万円の支出増加となりました。長期借入金の新規調達による収入がありましたが、借入金の返済

や社債の償還などにより、支出が収入を上回りました。 

  
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

  当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はなく、中期経営計画「Shine 2011」の基本方針、目標とする指標に変更はあ

りません。 

 なお、当社は経済環境ならびに業績の進捗を勘案し通期業績予想の見直しを行った結果、売上高を4

兆2,100億円から4兆1,800億円に、経常利益を260億円から400億円に、当期純利益を110億円から120億

円に修正いたしました。       

  
(4) 研究開発活動 

 特記事項はありません。                                   

  
(5) 資本の財源と資金の流動性及び調達状況についての分析 

  ① 財政状態 

  当第２四半期連結会計期間末は、現金及び預金が借入金の返済及び社債の償還などにより前期末比

249億55百万円減少し、たな卸資産は肥料の増加があった一方、煙草の減少などにより前期末比166億94

百万円減少、株価下落などによる影響で投資有価証券も前期末比151億15百万円減少した結果、資産合

計は前期末比859億87百万円減少の2兆749億31百万円となりました。 

 負債については、支払手形及び買掛金は煙草及び肥料原料の仕入増加などにより前期末比265億27百

万円増加しましたが、借入金の返済及び社債の償還などにより負債合計は前期末比651億24百万円減少

の1兆7,183億90百万円となりました。また、有利子負債総額から現金及び預金を差引いたネット有利子

負債は前期末比494億75百万円減少の6,883億14百万円となり、ネット有利子負債倍率は2.1倍となりま

した。 

 純資産については、株主資本では会計基準の変更に伴い期首の利益剰余金が13億42百万円減少してお

りますが、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益により、前期末比79億33百万円増加の4,667億52

百万円となりました。一方、評価・換算差額等では株価下落などでその他有価証券評価差額金が前期末

比72億79百万円減少し、為替換算調整勘定も前期末比203億70百万円減少となり、少数株主持分を合計

した純資産合計は前期末比208億64百万円減少の3,565億40百万円となりました。 

  
  ② 資金の流動性と資金調達について 

  当社グループは、中期経営計画「Shine 2011」において従来同様、資金調達構造の安定性維持・向上

を財務戦略の基本方針としております。その具体的な施策として、引き続き短期資金から長期資金への

入替えを進めることで安定的な資金調達構造の構築を図るとともに、経済・金融環境の変化に備え十分

な手元流動性を確保することで安定した財務基盤を維持しており、当第２四半期連結会計期間末の流動

比率は151％、長期調達比率は75％となっております。 

  なお、長期資金調達手段の一つである普通社債発行につきましては、平成22年５月に続き10月にも
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100億円を発行しましたが、引き続き金利や市場動向を注視し適切なタイミング、コストでの起債を検

討して参ります。また、当社は1,000億円の長期コミットメントラインを有し、当該コミットメントラ

イン契約の参加取引行をはじめとした各金融機関と良好な関係を維持しており、資金の流動性・安定性

を確保しております。 
  

  

※将来情報に関するご注意 

上記の文中における将来に関する事項は、現在入手可能な情報から当社が当四半期報告書提出日時点で

合理的であるとした判断及び仮定に基づいて記載しております。 
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第３ 【設備の状況】 

  

(1) 提出会社 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 国内子会社 

当第２四半期連結会計期間において、以下の設備を譲渡いたしました。 

 
(注)帳簿価額は前連結会計年度末のものです。 

  

(3) 在外子会社 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１ 【主要な設備の状況】

セグメントの 

名称
会社名 設備の内容 所在地

従業

員数

（人）

土地 建物 その他

面積 

(㎡)

帳簿価額

(百万円)

帳簿価額

(百万円)

帳簿価額

(百万円)

エネルギー・ 

金属 
㈱葉山風力発電所 送電設備等 

高知県高岡郡 

津野町 
― ― ― 1 2,279 

２ 【設備の新設、除却等の計画】
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

   

② 【発行済株式】 

   

(2) 【新株予約権等の状況】 

  該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

       該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

  該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,349,000,000 

計 1,349,000,000 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,251,499,501 1,251,499,501 

東京証券取引所 
市場第一部 

大阪証券取引所 
市場第一部

単元株式数は100株
であります。

計 1,251,499,501 1,251,499,501 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

 平成22年７月１日～ 
 平成22年９月30日 

― 1,251,499,501 ― 160,339 ― 152,160 
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(6) 【大株主の状況】 

                                        平成22年９月30日現在

   

 
（注）   上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）126,535千株 

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）   35,929千株 

  資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口）     21,853千株 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 (注) 

東京都中央区晴海一丁目８－11 137,513 10.99 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 (注) 

東京都港区浜松町二丁目11－３ 38,599 3.08 

資産管理サービス信託銀行株式
会社 (注) 

東京都中央区晴海一丁目８－12 23,491 1.88 

 
ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー５０５２
２５ 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行) 
  
  

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101, USA 
(東京都中央区月島四丁目16－13) 16,658 1.33 

 
メロンバンクエヌエーアズエー
ジェントフォーイッツクライア
ントメロンオムニバスユーエス
ペンション 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行) 
  
  

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108, USA 
(東京都中央区月島四丁目16－13) 14,851 1.19 

ステートストリートバンクウェ
ストペンションファンドクライ
アンツエグゼンプト 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行) 

1776 HERITIAGE PRIVE, N. QUINCY, MA 02171, 
USA 
(東京都中央区月島四丁目16－13) 

13,113 1.05 

ノムラシンガポールリミテツド
アカントノミニーエフジエー１
３０９ 
(常任代理人 野村證券株式会
社) 

6 BATTERY ROAD #34-01 SINGAPORE 049909 
(東京都中央区日本橋一丁目９-１) 13,040 1.04 

ジユニパー 
（常任代理人 株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行） 

P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF SAUDI 
ARABIA  
(東京都千代田区丸の内二丁目７－１) 

11,484 0.92 

 
ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドンエスエルオム
ニバスアカウント 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行) 
  
  

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P 
2HD, UNITED KINGDOM   
(東京都中央区月島四丁目16－13) 

11,061 0.88 

ステートストリートバンクウェ
ストクライアントトリーティー 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行) 

1776 HERITIAGE PRIVE, N. QUINCY, MA 02171, 
USA 
(東京都中央区月島四丁目16－13) 

10,374 0.83 

計 ― 290,189 23.19 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成22年９月30日現在 

 
(注) １ 単元未満株式に含まれる自己株式は下記のとおりであります。 

 
２ 「完全議決権株式(その他)」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式2,400株（議決権24個）が含まれ

ております。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 双日株式会社（自己保有株式）の株式数は、単元未満株式93株を除く株式数により記載しております。 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 
  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

    

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

 無議決権株式 ― ― ―

 議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

 議決権制限株式(その他) ― ― ― 

 完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式 346,300 

― 単元株式数は100株であります。

（相互保有株式）
普通株式 200,000 

― 単元株式数は100株であります。

 完全議決権株式(その他)
普通株式 
  1,249,906,500 12,499,065 単元株式数は100株であります。

 単元未満株式
普通株式 
     1,046,701 

― １単元(100株)未満の株式 

 発行済株式総数     1,251,499,501 ― ― 

 総株主の議決権 ― 12,499,065 ― 

双日株式会社 93株

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

双日株式会社(自己保有株式)
東京都港区赤坂六丁目
１－20 346,300 ― 346,300 0.03 

フジ日本精糖株式会社 
(相互保有株式) 

東京都中央区日本橋
茅場町一丁目４－９ 200,000 ― 200,000 0.02 

計 ― 546,300 ― 546,300 0.04 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

高 (円) 186 167 156 146 144 156

低 (円) 170 143 138 133 135 134

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計

期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第

２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間(平

成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。 

  

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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半

期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年

４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人に

より四半期レビューを受けております。 

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22

年７月１日に名称を変更し、有限責任 あずさ監査法人となりました。 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 430,773 455,728

受取手形及び売掛金 459,826 462,233

有価証券 7,892 6,131

たな卸資産 ※1  231,935 ※1  248,629

短期貸付金 8,001 7,943

繰延税金資産 15,412 13,484

その他 103,363 100,216

貸倒引当金 △9,026 △9,089

流動資産合計 1,248,179 1,285,277

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 110,159 112,591

減価償却累計額 △51,961 △51,367

建物及び構築物（純額） 58,197 61,224

機械装置及び運搬具 158,076 169,688

減価償却累計額 △79,940 △82,901

機械装置及び運搬具（純額） 78,135 86,787

土地 56,029 57,442

建設仮勘定 12,834 11,883

その他 15,691 16,303

減価償却累計額 △10,558 △10,975

その他（純額） 5,133 5,328

有形固定資産合計 210,330 222,665

無形固定資産   

のれん 52,035 54,305

その他 ※２  59,450 ※２  60,139

無形固定資産合計 111,485 114,445

投資その他の資産   

投資有価証券 312,754 327,869

長期貸付金 15,073 25,113

固定化営業債権 80,876 88,358

繰延税金資産 61,657 61,432

投資不動産 53,120 53,261

その他 38,800 39,264

貸倒引当金 △57,684 △57,207

投資その他の資産合計 504,597 538,093

固定資産合計 826,413 875,204

繰延資産 338 436

資産合計 2,074,931 2,160,918
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 403,995 377,468

短期借入金 248,650 256,652

コマーシャル・ペーパー 2,000 10,000

1年内償還予定の社債 30,000 40,120

未払法人税等 4,187 5,949

繰延税金負債 90 44

賞与引当金 5,521 5,497

その他 130,850 145,801

流動負債合計 825,296 841,533

固定負債   

社債 113,218 123,647

長期借入金 725,219 763,098

繰延税金負債 14,254 14,743

再評価に係る繰延税金負債 841 944

退職給付引当金 12,740 13,280

役員退職慰労引当金 856 931

その他 25,962 25,336

固定負債合計 893,094 941,981

負債合計 1,718,390 1,783,514

純資産の部   

株主資本   

資本金 160,339 160,339

資本剰余金 152,160 152,160

利益剰余金 154,422 146,489

自己株式 △169 △169

株主資本合計 466,752 458,819

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,566 14,845

繰延ヘッジ損益 1,185 2,357

土地再評価差額金 △2,204 △2,055

為替換算調整勘定 △141,920 △121,550

評価・換算差額等合計 △135,372 △106,402

少数株主持分 25,159 24,987

純資産合計 356,540 377,404

負債純資産合計 2,074,931 2,160,918
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,886,398 1,965,179

売上原価 1,801,288 1,871,509

売上総利益 85,110 93,669

販売費及び一般管理費 ※  79,710 ※  76,291

営業利益 5,400 17,378

営業外収益   

受取利息 2,647 2,010

受取配当金 3,299 1,553

持分法による投資利益 2,450 11,173

違約金収入 3,600 －

その他 6,785 10,231

営業外収益合計 18,782 24,968

営業外費用   

支払利息 13,434 12,235

コマーシャル・ペーパー利息 144 15

その他 9,056 7,936

営業外費用合計 22,635 20,186

経常利益 1,547 22,161

特別利益   

固定資産売却益 1,062 1,809

投資有価証券売却益 23,252 479

出資金売却益 431 －

持分変動利益 － 116

負ののれん発生益 － 286

貸倒引当金戻入額 2,570 828

償却債権取立益 0 7

特別利益合計 27,318 3,527

特別損失   

固定資産除売却損 56 348

減損損失 1,334 1,284

投資有価証券売却損 70 35

投資有価証券等評価損 1,258 405

持分変動損失 0 671

関係会社等整理・引当損 1,800 1,082

事業構造改善損 － 5,045

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 960

特別損失合計 4,520 9,833

税金等調整前四半期純利益 24,345 15,855

法人税、住民税及び事業税 3,622 5,011

法人税等調整額 372 270

法人税等合計 3,995 5,281

少数株主損益調整前四半期純利益 － 10,574

少数株主利益 342 1,455

四半期純利益 20,008 9,119
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 989,277 1,006,889

売上原価 941,747 957,988

売上総利益 47,529 48,900

販売費及び一般管理費 ※  39,221 ※  38,141

営業利益 8,308 10,759

営業外収益   

受取利息 1,171 1,010

受取配当金 1,268 245

持分法による投資利益 1,922 2,901

違約金収入 3,036 －

その他 2,907 5,969

営業外収益合計 10,305 10,127

営業外費用   

支払利息 6,578 6,167

コマーシャル・ペーパー利息 43 5

その他 5,348 3,348

営業外費用合計 11,970 9,522

経常利益 6,643 11,364

特別利益   

固定資産売却益 1,026 13

投資有価証券売却益 21,505 284

出資金売却益 431 －

持分変動利益 － 19

貸倒引当金戻入額 712 393

償却債権取立益 0 5

特別利益合計 23,677 715

特別損失   

固定資産除売却損 40 213

減損損失 1,270 706

投資有価証券売却損 5 29

投資有価証券等評価損 857 176

持分変動損失 0 143

関係会社等整理・引当損 1,755 203

事業構造改善損 － 5,045

特別損失合計 3,929 6,518

税金等調整前四半期純利益 26,391 5,561

法人税、住民税及び事業税 2,044 2,867

法人税等調整額 2,211 △982

法人税等合計 4,256 1,884

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,676

少数株主利益 562 1,112

四半期純利益 21,572 2,564
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 24,345 15,855

減価償却費 11,745 11,402

減損損失 1,334 1,284

投資有価証券等評価損 1,258 405

のれん償却額 2,174 2,278

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,547 831

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,527 471

受取利息及び受取配当金 △5,947 △3,564

支払利息 13,578 12,250

為替差損益（△は益） △1,562 2,833

持分法による投資損益（△は益） △2,450 △11,173

投資有価証券売却損益（△は益） △23,636 91

固定資産除売却損益（△は益） △1,006 △1,461

売上債権の増減額（△は増加） 49,544 △4,260

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,588 7,754

仕入債務の増減額（△は減少） △25,274 35,270

その他 △17,528 △7,856

小計 56,088 62,413

利息及び配当金の受取額 11,998 8,062

利息の支払額 △13,938 △12,256

法人税等の支払額 △7,306 △6,555

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,841 51,664

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 957 279

有価証券の増減額（△は増加） 123 △18

有形固定資産の取得による支出 △11,394 △11,130

有形固定資産の売却による収入 2,549 4,500

無形固定資産の取得による支出 △1,925 △6,156

投資有価証券の取得による支出 ※2  △13,156 △1,310

投資有価証券の売却及び償還による収入 43,840 5,524

短期貸付金の増減額（△は増加） 2,443 1,534

長期貸付けによる支出 △1,171 △1,491

長期貸付金の回収による収入 253 9,215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入（△は支出）

△0 △397

その他 545 △2,805

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,065 △2,255
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） △13,605 △18,688

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △20,000 △8,000

長期借入れによる収入 85,666 70,995

長期借入金の返済による支出 △79,149 △86,397

社債の発行による収入 － 9,953

社債の償還による支出 △17,474 △30,549

少数株主からの払込みによる収入 13 400

配当金の支払額 △1,244 －

少数株主への配当金の支払額 △278 △209

その他 △265 △338

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,337 △62,834

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,990 △9,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,559 △22,708

現金及び現金同等物の期首残高 414,419 454,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  446,979 ※1  431,554
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【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】 

  

 
  

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１ 連結の範囲に関する事項の変更 

連結子会社数 325社 

当第２四半期連結累計期間において、新規設立等により新たに９社を連結の範囲に含めております。その主

な会社は以下のとおりであります。 

㈱排出権取引市場 

また、合併、清算等により13社が減少しております。減少した主な会社は以下のとおりであります。 

双日ミートアンドアグリ㈱ 

 
２ 持分法の適用に関する事項の変更 

非連結子会社３社、関連会社161社につき、持分法を適用しております。 

当第２四半期連結累計期間において、新規取得等により新たに７社が増加し、売却等により４社が減少して

おります。 

 
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更 

該当はありません。 

４ 会計処理の原則及び手続の変更 

 （1）持分法に関する会計基準等 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20

年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平

成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ232百万円減少

しております。また、期首の利益剰余金が1,342百万円減少しております。                

 （2）資産除去債務に関する会計基準等 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は59百万円、税金等調整前四半期純利益は

1,019百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,016百万円

であります。 

 （3）企業結合に関する会計基準等 

  当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成

20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究

開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 

  平成20年12月26日公表分）「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

５ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更 

  該当はありません。 
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【表示方法の変更】 

  

 
  

 
  

  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

（四半期連結損益計算書関係） 

１  前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「違約金収入」は、当第２四半期連結累計期 

間の営業外収益の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、

当第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「違約金収入」は190百万円であります。 

２ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）に伴い、当第２四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

 

 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

（四半期連結損益計算書関係） 

１  前第２四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「違約金収入」は、当第２四半期連結会計期 

間の営業外収益の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、

当第２四半期連結会計期間の「その他」に含まれる「違約金収入」は77百万円であります。 

２ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）に伴い、当第２四半期連結会計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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【簡便な会計処理】 

  

 
  

【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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  
  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

２ 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方

法によっております。 

なお、定率法を採用している資産については、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 経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

４ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定するなどの簡

便的な方法によっております。また、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。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 
※２ 企業結合に係る取得原価の配分における暫定的な

処理に係る注記 

企業結合日以後の取得原価の配分が終了していな

い在外子会社の資産は、当第２四半期連結会計期

間末における入手可能な合理的な情報に基づき、

暫定的な会計処理により、無形固定資産の「その

他」に計上しております。  

※１ 商品及び製品 164,144百万円

 販売用不動産 50,591百万円

 原材料及び貯蔵品等 17,199百万円
 
※２ 企業結合に係る取得原価の配分における暫定的な

処理に係る注記 

企業結合日以後の取得原価の配分が終了していな

い在外子会社の資産は、当連結会計年度末におけ

る入手可能な合理的な情報に基づき、暫定的な会

計処理により、無形固定資産の「その他」に計上

しております。  

※１ 商品及び製品 176,453百万円

販売用不動産 53,980百万円

原材料及び貯蔵品等 18,196百万円

 ３ 偶発債務 

連結会社以外の会社の銀行借入等に対する保証 

エルエヌジージャパン㈱ 10,063百万円

Japan Alumina Associates 
(Australia) Pty. Ltd. 

8,342百万円

Dhuruma Electricity Company 5,000百万円

インペックス北カンポス沖石油㈱ 3,996百万円

Al Suwadi Power Company SAOC 1,173百万円

その他 (70件) 6,962百万円

計 35,537百万円

 ３ 偶発債務 

連結会社以外の会社の銀行借入等に対する保証 

エルエヌジージャパン㈱ 10,980百万円

Japan Alumina Associates 
(Australia) Pty. Ltd. 

6,319百万円

インペックス北カンポス沖石油㈱ 4,606百万円

Kansai Sojitz Enrichment 
Investing 

1,098百万円

㈱広川明神山風力発電所 689百万円

その他 (74件) 8,397百万円

計 32,091百万円

（注）連帯保証等において当社の負担額が特定され

ているものについては、当社の負担額を記載

しております。 

（注）連帯保証等において当社の負担額が特定され

ているものについては、当社の負担額を記載

しております。 

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 18,705百万円

受取手形裏書譲渡高 408百万円

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 26,394百万円

受取手形裏書譲渡高 348百万円
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

 

  

 
  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※ 販売費及び一般管理費の主なもの 

 

役員報酬及び給料手当 28,455百万円

賞与引当金繰入額 4,894百万円

貸倒引当金繰入額 2,224百万円

※ 販売費及び一般管理費の主なもの 

 

役員報酬及び給料手当 28,329百万円

賞与引当金繰入額 4,922百万円

 

 
 

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

※ 販売費及び一般管理費の主なもの 

 

役員報酬及び給料手当 14,097百万円

賞与引当金繰入額 2,035百万円

貸倒引当金繰入額 307百万円

※ 販売費及び一般管理費の主なもの 

 

役員報酬及び給料手当 14,249百万円

賞与引当金繰入額 2,061百万円

 

 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連 

 結貸借対照表に掲記されている科目の金額との 

 関係は、次のとおりであります。 

  
※２ 連結子会社の普通株式の公開買付けに伴う子会社  
   株式の取得による支出が8,678百万円含まれてお 
     ります。 

現金及び預金勘定 447,488百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△5,242百万円

取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資

（有価証券） 

4,733百万円

現金及び現金同等物 446,979百万円

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連  

 結貸借対照表に掲記されている科目の金額との 

 関係は、次のとおりであります。 

  
※２         ───────────── 

現金及び預金勘定 430,773百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△6,207百万円

取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資

（有価証券） 

6,988百万円

現金及び現金同等物 431,554百万円
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日

至 平成22年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

       該当はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 
        該当はありません。 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、 

  配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  

  
５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号

平成20年3月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第24号 平成20年3月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、期首の利益剰余金が1,342百万円減少しております。 

株式の種類 当第２四半期 
連結会計期間末 

普通株式(株) 1,251,499,501 

株式の種類 当第２四半期 
連結会計期間末 

普通株式(株) 411,233 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成22年10月29日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,876 1円50銭 平成22年９月30日 平成22年12月２日
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(注) １ 商品・サービスの種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計及び関連資産等に照らし、事業区

分を行っております。 

２ 各事業の主な商品は次のとおりであります。 

 
  

 

機械
  
 

(百万円)

エネルギー・
金属 
  

(百万円)

化学品・
機能素材 

  
(百万円)

生活産業
  
 

(百万円)

その他
事業 
  

(百万円)

計
  
 

(百万円)

消去又 
は全社 

  
(百万円)

連結
  
 

(百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
  対する売上高 255,925 208,075 137,631 368,345 19,299 989,277 ― 989,277

(2) セグメント間の 
  内部売上高 1,212 329 61 510 607 2,720 (2,720) ―

計 257,137 208,404 137,692 368,856 19,906 991,997 (2,720) 989,277

営業利益 1,350 2,690 632 3,099 344 8,117 191 8,308

(1) 機械 …… 自動車及び自動車部品、同製造関連設備機器、建設機械、船舶、車輌、
航空機及び関連機器、通信インフラ機器、電子産業用設備、製鉄・セメ
ント・化学等産業用プラント設備機器全般、電力事業、電力関連設備
（発電、変電、送電設備等）、インフラ事業全般、ベアリング、産業用
発電機、各種産業機械、金属加工機及び関連設備、情報産業関連事業、
情報処理、コンピュータソフト開発他  

(2) エネルギー・金属 …… 石油・ガス、石油製品、コークス、炭素製品、原子燃料、原子力関連設
備・機器、石炭、鉄鉱石、合金鉄（ニッケル、モリブデン、バナジウ
ム、希少金属等）及び鉱石、アルミナ、アルミ、銅、亜鉛、錫、貴金
属、窯業・鉱産物、海洋石油生産設備機器、インフラ事業、エネルギ
ー・化学関連プロジェクト、LNG関連事業、鉄鋼関連事業、リニューア
ブルエネルギー関連事業、環境事業他 

(3) 化学品・機能素材 …… 有機化学品、無機化学品、機能化学品、精密化学品、工業塩、化粧品、
食品添加物、希土類、汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック等合成
樹脂原料、工業用・包装及び食品用フィルム・シート、プラスチック成
形機、その他合成樹脂製品、液晶・電解銅箔等電子材料、産業資材用繊
維原料及び製品他 
 

(4) 生活産業 …… 穀物、小麦粉、油脂、油糧・飼料原料、畜水産物、畜水産加工品、青果
物、冷凍野菜、冷凍食品、菓子、菓子原料、コーヒー豆、砂糖、その他
各種食品及び原料、化学肥料、綿・化合繊織物、不織布、各種ニット生
地・製品、繊維原料一般、衣料製品、インテリア、寝具・寝装品及びホ
ームファッション関連製品、育児用品、物資製品、マンションの企画・
建設・分譲、宅地造成・販売、ビル事業、建設工事請負、不動産売買・
賃貸・仲介・管理、商業施設開発事業、建設資材、輸入原木、製材・合
板・集成材など木材製品、住宅建材、チップ植林事業他 

(5)その他事業 …… 職能サービス、国内地域法人、物流・保険サービス事業、ベンチャーキ
ャピタル、企業再生ファンドの運営・管理、航空機リース、不動産等各
種投資事業、不動産賃貸事業他 
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

   

 
 （事業区分の方法の変更）           

     当社グループは選択と集中、業務効率化をより一層進めることで収益基盤の確立を図る為に機構改革を実行し、 

  当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より以下のとおり事業区分の変更を行っております。 

  ・従来「機械・宇宙航空」、「エネルギー・金属資源」、「化学品・合成樹脂」、「建設・木材」、「生活産 

    業」、「海外現地法人」、「その他事業」としておりました事業区分を「機械」、「エネルギー・金属」、「化  

    学品・機能素材」、「生活産業」、「その他事業」に変更しております。           

  ・従来独立した事業区分としておりました「建設・木材」を「生活産業」に統合、不動産事業の一部を「その他事 

    業」に変更しております。           

  ・従来独立した事業区分としておりました「海外現地法人」を取扱商品の類似性に基づいてそれぞれの事業区分に 

    統合しております。           

  ・従来「機械・宇宙航空」に含めておりました航空機リース事業を「その他事業」に変更しております。  

  ・従来「化学品・合成樹脂」に含めておりました鉱産事業を「エネルギー・金属」に、肥料事業を「生活産業」に 

    変更しております。           

  ・従来「生活産業」に含めておりました産業資材用繊維関連事業を「化学品・機能素材」に変更しております。 

       
  

 

機械
  
 

(百万円)

エネルギー・
金属 
  

(百万円)

化学品・
機能素材 

  
(百万円)

生活産業
  
 

(百万円)

その他
事業 
  

(百万円)

計
  
 

(百万円)

消去又 
は全社 

  
(百万円)

連結
  
 

(百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
  対する売上高 482,998 420,542 257,524 692,733 32,598 1,886,398 ― 1,886,398

(2) セグメント間の 
  内部売上高 3,122 614 946 1,048 1,801 7,533 (7,533) ―

計 486,121 421,157 258,471 693,781 34,400 1,893,932 (7,533) 1,886,398

営業利益又は 
営業損失（△） 

△ 762 5,481 199 22 239 5,180 220 5,400
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

  

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米……………………米国、カナダ 

  (2) 欧州……………………英国、ロシア 

  (3) アジア・オセアニア…シンガポール、中国 

  (4) その他の地域…………中南米、アフリカ 

  

 
日本 

(百万円)

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア・ 

オセアニア 

(百万円)

その他の 

地域 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に対する 

  売上高 
836,858 13,781 25,827 92,451 20,358 989,277 － 989,277 

(2) セグメント間の 

  内部売上高 
25,159 3,097 2,665 33,446 240 64,608 ( 64,608) －

計 862,017 16,878 28,492 125,898 20,598 1,053,885 ( 64,608) 989,277 

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
3,546 △139 794 3,168 538 7,909     398 8,308 

 
日本 

(百万円)
北米 

(百万円)
欧州

(百万円)

アジア・
オセアニア 
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 1,642,312 24,788 52,870 137,637 28,789 1,886,398 － 1,886,398 

(2) セグメント間の 
  内部売上高 47,197 4,596 4,042 78,246 268 134,351 ( 134,351) －

計 1,689,510 29,385 56,912 215,884 29,057 2,020,750 ( 134,351) 1,886,398 

  営業利益又は 
  営業損失（△） 1,231 △504 1,770 1,712 1,087 5,298 102 5,400 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

  

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………………米国、カナダ 

(2) 欧州……………………ロシア、英国 

(3) アジア・オセアニア…中国、インドネシア 

(4) その他の地域…………中南米、中東 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 28,832 24,945 195,695 64,320 313,794 

Ⅱ  連結売上高(百万円)  989,277 

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％) 2.9 2.5 19.8 6.5 31.7 

 北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 46,839 45,069 369,339 96,367 557,615 

Ⅱ 連結売上高(百万円)  1,886,398 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 2.5 2.4 19.6 5.1 29.6 
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【セグメント情報】 

  

(追加情報) 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平成

20年３月21日)を適用しております。 

  

１. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

    当社は、本社に商品・サービス別の事業部門を置き、各事業部門は物品の売買及び貿易業をはじめとして、国内及

 び海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、 

 ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。 

  したがって、当社は、商品・サービスを基にした事業部門別のセグメントで構成されており、「機械」、「エネル 

 ギー・金属」、「化学品・機能素材」、「生活産業」の４つを報告セグメントとしております。 

報告セグメントの主な商品・サービスは次のとおりであります。 

 
  

(1) 機械 …… 自動車及び自動車部品、同製造関連設備機器、建設機械、船舶、車輌、

航空機及び関連機器、通信インフラ機器、電子産業用設備、製鉄・セメ

ント・化学等産業用プラント設備機器全般、電力事業、電力関連設備

（発電、変電、送電設備等）、インフラ事業全般、ベアリング、産業用

発電機、各種産業機械、金属加工機及び関連設備、情報産業関連事業、

情報処理、コンピュータソフト開発他  

(2) エネルギー・金属 …… 石油・ガス、石油製品、コークス、炭素製品、原子燃料、原子力関連設

備・機器、石炭、鉄鉱石、合金鉄（ニッケル、モリブデン、バナジウ

ム、希少金属等）及び鉱石、アルミナ、アルミ、銅、亜鉛、錫、貴金

属、窯業・鉱産物、海洋石油生産設備機器、インフラ事業、エネルギ

ー・化学関連プロジェクト、LNG関連事業、鉄鋼関連事業、リニューア

ブルエネルギー関連事業、環境事業他 

(3) 化学品・機能素材 …… 有機化学品、無機化学品、機能化学品、精密化学品、工業塩、化粧品、

食品添加物、希土類、汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック等合成

樹脂原料、工業用・包装及び食品用フィルム・シート、プラスチック成

形機、その他合成樹脂製品、液晶・電解銅箔等電子材料、産業資材用繊

維原料及び製品他 

(4) 生活産業 …… 穀物、小麦粉、油脂、油糧・飼料原料、畜水産物、畜水産加工品、青果

物、冷凍野菜、冷凍食品、菓子、菓子原料、コーヒー豆、砂糖、その他

各種食品及び原料、化学肥料、綿・化合繊織物、不織布、各種ニット生

地・製品、繊維原料一般、衣料製品、インテリア、寝具・寝装品及びホ

ームファッション関連製品、育児用品、物資製品、マンションの企画・

建設・分譲、宅地造成・販売、ビル事業、建設工事請負、不動産売買・

賃貸・仲介・管理、商業施設開発事業、建設資材、輸入原木、製材・合

板・集成材など木材製品、住宅建材、チップ植林事業他 
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２. 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 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

   

 
  

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

   

 
  

３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

   (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 機械

エネルギー・ 

金属

化学品・
機能素材

生活産業 計

売上高          

  外部顧客への売上高 452,770 485,393 301,030 702,316 1,941,511 23,667 1,965,179 － 1,965,179 

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
1,828 794 2,035 2,003 6,662 1,797 8,460 △8,460 － 

計 454,599 486,187 303,066 704,320 1,948,173 25,465 1,973,639 △8,460 1,965,179 

セグメント利益又は損失（△） 582 9,901 2,008 410 12,902 △3,097 9,804 △685 9,119 

(注) 1 その他には、職能サービス、国内地域法人、物流・保険サービス事業、ベンチャーキャピタル、航空機リー

ス、不動産等各種投資事業、不動産賃貸事業等を含んでおります。

 2 セグメント利益又は損失（△）の調整額△685百万円には、当社において発生する実際の税金費用と社内で

設定している計算方法により各セグメントに配分した税金費用との差異△863百万円、各セグメントに配分

していない全社資産に関わる損益211百万円が含まれております。
 3 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の四半期純利益をもとに調整を行っております。

   (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 機械

エネルギー・ 

金属

化学品・
機能素材

生活産業 計

売上高          

  外部顧客への売上高 223,348 238,644 151,792 382,186 995,971 10,917 1,006,889 － 1,006,889 

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
1,149 404 1,032 1,297 3,884 842 4,726 △4,726 － 

計 224,498 239,048 152,825 383,483 999,856 11,759 1,011,615 △4,726 1,006,889 

セグメント利益又は損失（△） 2,271 3,582 1,131 241 7,227 △2,915 4,311 △1,747 2,564 

(注) 1 その他には、職能サービス、国内地域法人、物流・保険サービス事業、ベンチャーキャピタル、航空機リー

ス、不動産等各種投資事業、不動産賃貸事業等を含んでおります。

 2 セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,747百万円には、当社において発生する実際の税金費用と社内

で設定している計算方法により各セグメントに配分した税金費用との差異△1,701百万円、各セグメントに

配分していない全社資産に関わる損益△19百万円が含まれております。
 3 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の四半期純利益をもとに調整を行っております。
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(金融商品関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日) 

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい

変動が認められません。 

  

(有価証券関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい

変動が認められません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日) 

対象物の種類が商品であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとな

っており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認

められます。 

  

 
     (注)  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(資産除去債務関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日) 

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、当連結会計年度の第１四半期連結

会計期間の期首と比べて著しい変動が認められません。 

  

(賃貸等不動産関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日) 

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著

しい変動が認められません。 

  

対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

商品 
先渡取引  

買建 28,587 29,750 1,163
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(１株当たり情報) 

 
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  
２  １株当たり四半期純利益金額等 

 
  

(注) １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

264円87銭 281円69銭 

 

 当第２四半期連結会計期間末 前連結会計年度末 
 （平成22年９月30日） （平成22年３月31日）

  純資産の部の合計額(百万円) 356,540 377,404 

 普通株式に係る純資産額(百万円) 331,380 352,417 

 差額の主な内容(百万円)  

   少数株主持分 25,159 24,987 

 普通株式の発行済株式数(千株) 1,251,499 1,251,499 

 普通株式の自己株式数(千株) 411 408 

 １株当たり純資産額の算定に用いられ 
 た普通株式の数(千株) 1,251,088 1,251,091 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

１株当たり四半期純利益金額 16円21銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 16円12銭

１株当たり四半期純利益金額 7円29銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 7円28銭

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

 (1) １株当たり四半期純利益金額

 四半期連結決算書上の四半期純利益(百万円) 20,008 9,119 

 普通株式に係る四半期純利益(百万円) 19,996 9,119 

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)
     優先配当額 

 
△11 

 
― 

  普通株主に帰属しない金額(百万円) △11 ―

  普通株式の期中平均株式数(千株) 1,233,452 1,251,089 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に
  用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳(百万円) 

      子会社又は関連会社の発行する潜在株式に
      係る調整額 

 
△4 

 
△6 

      優先配当額 11 ―

  四半期純利益調整額(百万円) 6 △6

  普通株式増加数(千株) 7,537 ―

     うち優先株式(千株) 7,537 ―

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につい
て前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要 

― ― 
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(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益金額 17円48銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 17円24銭
 

１株当たり四半期純利益金額 2円05銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 2円05銭

 (自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

(1) １株当たり四半期純利益金額 

 四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 21,572 2,564 

 普通株式に係る四半期純利益(百万円) 21,560 2,564 

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)
       優先配当額 

 
△11 

 
― 

 普通株主に帰属しない金額(百万円) △11 ―

 普通株式の期中平均株式数(千株) 1,233,449 1,251,089 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に用
いられた四半期純利益調整額の主要な内訳(百万円) 

    子会社又は関連会社の発行する潜在株式に
  係る調整額 

 
△4 △4

  優先配当額 11 ―

 四半期純利益調整額(百万円) 6 △4

 普通株式増加数(千株) 17,647 ―

   うち優先株式(千株) 17,647 ―

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につい
て前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要 

― ― 
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(重要な後発事象) 
  

 
  

  

  

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

当社は平成22年９月29日開催の取締役会にて決議された平成22年度下半期の国内無担保社債発行の限度額及びそ

の概要に基づき、平成22年10月26日に国内無担保社債を発行いたしました。その内容は次のとおりであります。 

1）発行する社債              第20回無担保社債 

2）社債の総額              金100億円 

3）各社債の金額             金1億円 

4）発行価額の総額            金100億円 

5）発行価格               各社債の金額100円につき金100円 

6）利率                 年0.91％ 

7）利払日                毎年４月26日及び10月26日 

8）償還の方法              イ. 満期償還 

                      ロ.  買入消却 

9）償還価格               各社債の金額100円につき金100円 

10）払込期日               平成22年10月26日 

 11）社債の発行日             平成22年10月26日 

 12）償還期限               平成27年10月26日 

 13）発行場所               日本国 

 14）募集の方法              一般募集 

 15）物上担保・保証の有無      無担保・無保証 

 16）資金の使途              平成22年12月６日に償還予定の第５回無担保社債の償還資金に充当する予定 
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平成22年10月29日開催の取締役会において、平成22年９月30日の 終の株主名簿及び実質株主名簿に記

載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

 
  

２ 【その他】

（普通株式）

① 配当金の総額 1,876百万円 

② １株当たりの金額 1円50銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月２日 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成21年11月12日

双日株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている双

日株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、双日株式会社及び連結子会社の平成21年９

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。 

  

追記情報 

「セグメント情報」の事業の種類別セグメント情報に記載のとおり、会社は当連結会計年度の第１四半期会

計期間より、事業の種類別セグメントについて事業区分を変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以  上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士     鈴  木  輝  夫   印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士      平  野    巌     印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士      笠  間  智  樹    印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



  
平成22年11月12日

双日株式会社 

取締役会  御中 

  

有限責任 あずさ監査法人 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている双

日株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９

月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、双日株式会社及び連結子会社の平成22年９

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。 

  
追記情報 

（重要な後発事象）に記載のとおり、会社は平成22年９月29日開催の取締役会決議に基づき、第20回無担保

社債を平成22年10月26日に発行した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    鈴    木    輝    夫    印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    平    野     巌       印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    根    本    剛    光    印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



   

 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月12日 

【会社名】 双日株式会社 

【英訳名】 Sojitz Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  加 瀬  豊 

【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役副社長執行役員  佐 藤 洋 二 

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂六丁目1番20号 

【縦覧に供する場所】 双日株式会社名古屋支店 

  (名古屋市中区錦一丁目17番13号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

 



当社代表取締役社長 加瀬 豊及び当社最高財務責任者 佐藤 洋二は、当社の第８期第２四半期(自 平

成22年７月１日 至 平成22年９月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に

記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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