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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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1四半期 334,384 ― 6,664 ― 6,979 ― 4,073 ―

20年3月期第1四半期 342,759 27.5 5,089 24.5 5,297 34.2 2,855 13.1

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1四半期 24.84 ―

20年3月期第1四半期 17.40 ―

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1四半期 406,420 52,673 12.5 308.83
20年3月期 402,047 49,831 11.9 291.36

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  50,648百万円 20年3月期  47,785百万円

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 ― 5.00 ― 6.00 11.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.50 ― 5.50 11.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 680,000 ― 10,500 ― 9,600 ― 5,000 ― 30.49
通期 1,400,000 6.5 23,000 1.2 20,200 0.3 11,000 0.6 67.07

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  無  

(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、３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．平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月１日に公表した連結業績予想から変更しておりません。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。なお、上記予想に関する事項は、２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。 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 164,534,094株 20年3月期 164,534,094株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 530,091株 20年3月期 524,985株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 164,007,614株 20年3月期第1四半期 164,079,543株

1



住金物産㈱ (9938）平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信 

 2

【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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＜業績の概況＞  

 当第1四半期におけるわが国経済は、原油をはじめとする資源価格の高騰が続く中、金融市場の混乱による米国 

 経済の減速が日本企業の収益に影響を及ぼす一方で、設備投資や個人消費の伸び悩みが顕著になるなど、景気は 

 足踏みが続く状況となりました。 

 このような経営環境の中、当社グループの売上高は3,343億円となり、前年同期に比べ83億円、2.4%減少しま 

 した。 

 損益につきましては、経常利益が、69億79百万円となり、前年同期に比べ16億82百万円、31.8%増加しました。

 当期純利益は40億73百万円となり、前年同期に比べ12億18百万円、42.7%増加しました。 

  ＜事業の種類別セグメントの概況＞ 

 （鉄鋼）  

  鉄鋼業界におきましては、原材料価格の高騰により鋼材価格の大幅な引き上げが進行中であり、当社グループ 

   の鉄鋼売上高も増加いたしました。売上高は1,255億円となり、前年同期に比べ100億円、8.7%増加しました。

   営業利益は23億55百万円となり、前年同期に比べ4億85百万円、25.9%増加しました。 
 （鉄鋼原料・半製品）  

   鉄鋼原料・半製品の売上高は、価格の上昇により拡大いたしました。売上高は893億円となり、前年同期に比 

   べ142億円、18.9%増加しました。営業利益は3億27百万円となり、前年同期に比べ65百万円、24.8%増加 

   しました。 

 （機械・金属）  

   産業機械業界におきましては、前期まで活発であった民間設備投資に陰りが見られるようになりました。売上 

   高は417億円となり、大型発電設備の売上計上があった前年同期に比べ314億円、42.9%減少しました。営業 

   利益は10億17百万円となり、前年同期に比べ12百万円、1.2%増加しました。 

 （繊維）  

   繊維業界におきましては、４月から５月にかけて天候に恵まれなかったことなどに加え、個人消費の伸び悩み 

   により業界としては厳しい状況で推移いたしました。売上高は392億円となり、前年同期に比べ29億円、7.1 

  %減少しました。営業利益は15億59百万円となり、前年同期に比べ3億68百万円、30.9%増加しました。 

 （食糧） 

   当社グループの食糧事業の中心であります輸入食肉業界におきましては、引き続き飼料価格が高騰し、食肉価 

  格も高値圏で推移いたしました。売上高は380億円となり、前年同期に比べ18億円、5.2%増加しました。営 

  業利益は12億50百万円となり、前年同期に比べ5億62百万円、81.7%増加しました。 

 （その他の事業） 

   その他の事業には倉庫、テナントビルの不動産賃貸等の事業が含まれております。その他の事業の売上高は3 

   億円となり、前期に比べ1億円、29.7%減少しました。営業利益は1億46百万円となり、前年同期に比べ70 

   百万円、92.1%増加しました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
 
当第１四半期末の資産は4,064億円となり、受取手形及び売掛金の増加などにより、前期末に比べ43億円増加 

いたしました。負債は3,537億円となり、有利子負債の増加などにより前期末に比べ15億円増加いたしました。

純資産は526億円となり、当第１四半期純利益などにより前期末に比べ28億円増加いたしました。 

 
 
 

 

 ３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の連結業績予想につきましては、全体としては概ね予想通りに推移しており、現時点において 

平成20年５月１日に公表した連結業績予想に変更はありません。  
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 ４．その他 

 （１）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 

該当事項はありません。 

 

 （２）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 「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 

当第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、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

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、当第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会計基準等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を引き続き採用しております。 

これにより、リース資産が有形固定資産に11百万円計上されております。なお、この変更に伴う損益に

与える影響はありません。 

④ セグメント情報の事業区分の変更 

当第１四半期連結会計期間よりセグメント情報の事業区分を変更しております。詳細については６ペー

ジ「（４）セグメント情報」に記載しております。 
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る

(平成20年６月30日)
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 6,537 8,569

受取手形及び売掛金 262,587 259,126

有価証券 15 15

たな卸資産　 56,169 54,618

その他 22,173 20,952

貸倒引当金 △  3,026 △  3,094

流動資産合計 344,457 340,188

固定資産

有形固定資産 26,697 26,989

無形固定資産

のれん 407 445

その他 849 886

無形固定資産合計 1,256 1,331

投資その他の資産

その他 39,710 39,212

貸倒引当金 △  5,701 △  5,675

投資その他の資産合計 34,009 33,537

固定資産合計 61,963 61,859

資産合計 406,420 402,047

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 241,421 241,730

短期借入金 73,766 69,898

未払法人税等 1,963 5,515

賞与引当金 773 1,488

役員賞与引当金 - 72

その他 16,308 13,779

流動負債合計 334,233 332,485

固定負債

長期借入金 13,600 13,959

退職給付引当金 2,476 2,520

役員退職慰労引当金 307 519

負ののれん 404 433

その他 2,725 2,297

固定負債合計 19,513 19,730

負債合計 353,746 352,216

純資産の部

株主資本

資本金 12,335 12,335

資本剰余金 7,090 7,090

利益剰余金 29,289 26,606

自己株式 △       181 △       179

株主資本合計 48,534 45,854

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,606 2,125

繰延ヘッジ損益 123 △  824

土地再評価差額金 76 76

為替換算調整勘定 △     692 552

評価・換算差額等合計 2,113 1,930

少数株主持分 2,024 2,045

純資産合計 52,673 49,831

負債純資産合計 406,420 402,047
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(２)  【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）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日
    至　平成20年６月30日）

売上高 334,384

売上原価    315,222

売上総利益    19,161

販売費及び一般管理費    12,497

営業利益    6,664

営業外収益    

受取利息    156

受取配当金    218

負ののれん償却額    29

持分法による投資利益    623

その他    413

営業外収益合計    1,441

営業外費用    

支払利息    773

その他    352

営業外費用合計    1,126

経常利益    6,979

税金等調整前四半期純利益    6,979

法人税、住民税及び事業税    1,999

法人税等調整額    821

法人税等合計    2,820

少数株主利益    84

四半期純利益    4,073
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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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年６月30日）

鉄鋼
鉄鋼原料・

半製品
機械・金属 繊維 食糧

その他の
事業

計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1) 外部顧客に対する
125,577 89,363 41,722 39,262 38,076 381 334,384 - 334,384

売上高

(2) セグメント間の内部
288 5 463 0 - 703 1,460 (1,460) -

売上高又は振替高

計 125,866 89,369 42,186 39,262 38,076 1,085 335,845 (1,460) 334,384

営業利益 2,355 327 1,017 1,559 1,250 146 6,657 6 6,664

(注 １.事業区分は、経営管理上採用している区分ならびに販売市場等の類似性を勘案しております。

２.各事業の主な商品

(１) 鉄鋼 ……… 鋼管、鋼板、建材、建設工事

(２) 鉄鋼原料・半製品 ……… 製銑原料、製鋼原料、鉄鋼半製品

(３) 機械・金属 ……… 非鉄金属、機械、条鋼線材、鋳鍛品

(４) 繊維 ……… 繊維製品、繊維原料

(５) 食糧 ……… 食肉、水産物他

(６) その他の事業 ……… 不動産賃貸他

３．事業区分の変更

    従来、事業区分は、「鋼材」、「繊維」、「食糧」、「鉄鋼原料・半製品」、「機械・建設･非鉄金属他」の５区分としており

     ましたが、当第１四半期連結累計期間より「鉄鋼」、「鉄鋼原料・半製品」、「機械・金属」、「繊維」、「食糧」、「その他

     の事業」の６区分に変更いたしました。

（５）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」

○（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日 （自　平成19年４月１日 （参考）増減
    至　平成20年６月30日）     至　平成19年６月30日）

金額 金額 金額 増減率（％）

売上高 334,384 342,759 △ 8,375 △ 2.4

売上原価    315,222    324,463 △ 9,241 △ 2.8

売上総利益    19,161    18,296    865   4.7

販売費及び一般管理費    12,497    13,206 △ 709 △ 5.4

営業利益    6,664    5,089    1,575   30.9

営業外収益    1,441    1,485 △ 44 △ 3.0

営業外費用    1,126    1,278 △ 152 △ 11.9

経常利益    6,979    5,297    1,682   31.8

特別利益    -    62 △ 62   -

特別損失    -    505 △ 505   -

税金等調整前四半期純利益    6,979    4,854    2,125   43.8

法人税、住民税及び事業税    1,999    1,187    812   68.4

法人税等調整額    821    760    61   8.0

少数株主利益    84    52    32   61.5

四半期純利益    4,073    2,855    1,218   42.7
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○セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前年同四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　　至　平成19年６月30日）

鉄鋼
鉄鋼原
料・半製

機械・金属 繊維 食糧
その他の

事業
計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1) 外部顧客に対する
115,480 75,157 73,131 42,251 36,195 542 342,759 - 342,759

売上高

(2) セグメント間の内部
288 - 535 3 - 590 1,417 (1,417) -

売上高又は振替高

計 115,769 75,157 73,666 42,254 36,195 1,133 344,177 (1,417) 342,759

営業利益 1,870 262 1,005 1,191 688 76 5,094 (4) 5,089

(注) １．６ページに記載の通り当四半期連結会計期間より事業区分の変更を行っております。前年同四半期連結累計期間の事業の

　　種類別セグメント情報については、区分変更後に遡及修正しております。

２.各事業の主な商品

(１) 鉄 鋼 ……… 鋼管、鋼板、建材、建設工事

(２) 鉄鋼原料・半製品 ……… 製銑原料、製鋼原料、鉄鋼半製品

(３) 機 械 ・ 金 属 ……… 非鉄金属、機械、線材、特殊鋼

(４) 繊 維 ……… 繊維製品、繊維原料

(５) 食 糧 ……… 食肉、水産物他

(６) そ の 他 の 事 業 ……… 不動産賃貸他
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