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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 790,900 4.5 10,257 16.6 11,736 39.3 5,748 25.2
22年3月期 757,185 △41.4 8,796 △49.8 8,425 △44.5 4,591 △26.7

（注）包括利益 23年3月期 4,602百万円 （△8.5％） 22年3月期 5,027百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 35.07 ― 10.5 3.5 1.3
22年3月期 28.00 ― 9.1 2.4 1.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  1,493百万円 22年3月期  371百万円

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

23年3月期 338,400 59,390 16.8 346.30
22年3月期 324,054 54,668 16.3 322.53

（参考） 自己資本   23年3月期  56,747百万円 22年3月期  52,888百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △578 △6,631 5,855 9,711
22年3月期 11,596 △1,901 △9,602 11,214

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 819 17.9 1.6
23年3月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00 983 17.1 1.8

24年3月期(予想) ― 3.00 ― 3.00 6.00 17.3

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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(累計) 374,500 △3.8 3,200 △19.4 3,300 △24.4 1,300 △41.5 7.93
通期 810,000 2.4 10,200 △0.6 11,700 △0.3 5,700 △0.8 34.78



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料15ページ「３．連結財務諸表（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 164,534,094 株 22年3月期 164,534,094 株

② 期末自己株式数 23年3月期 668,372 株 22年3月期 554,915 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 163,933,797 株 22年3月期 163,985,070 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 675,625 5.6 8,282 2.0 9,258 △1.5 5,378 14.6
22年3月期 639,910 △43.8 8,115 △38.1 9,400 △24.9 4,693 159.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 32.81 ―

22年3月期 28.62 ―

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

23年3月期 276,615 44,934 16.2 274.21
22年3月期 273,733 40,425 14.8 246.53

（参考） 自己資本 23年3月期  44,934百万円 22年3月期  40,425百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料2ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

 

 ①当期の経営成績 

 

 ＜企業環境＞ 

 当期の経済は、米国の景気が緩やかに回復し、中国・東南アジアなどの新興国では高

い経済成長が続きました。日本においては、急激な円高や長引くデフレ経済などから景

気の低迷が続きましたが、設備投資と輸出の持ち直しから回復の兆しも現れてまいりま

した。しかしながら、本年 3 月 11 日の東日本大震災により、社会経済全般にわたり甚大

な影響を受けました。 
 

 ＜当期の連結業績＞ 

 当社グループの連結売上高は 7,909 億円となり、前期に比べ 337 億円、4.5％増加いた

しました。損益につきましては、不採算事業の構造改革などにより、連結経常利益が前

期比 33 億 11 百万円、39.3％増加し、117 億 36 百万円となりました。投資有価証券評価

損や東日本大震災の影響による特別損失などが発生いたしましたが、連結当期純利益は

前期比 11 億 57 百万円、25.2％増加し、57 億 48 百万円となりました。 

 なお、単体の売上高は 6,756 億円、経常利益は 92 億 58 百万円、当期純利益は 53 億

78 百万円となりました。 

 

 ＜各セグメントの状況＞ 

 〔鉄鋼〕 

 鉄鋼部門では、国内の建材は依然低迷したものの、自動車・電機・産業機械などの製

造業向けは持ち直しました。国内での不採算部門の構造改革と海外のコイルセンターな

ど加工機能を持つ子会社も業績に貢献いたしました。連結売上高は 4,211 億円と前期に

比べ 3.7％増加いたしました。連結経常利益は 45 億 27 百万円と前期に比べ 32.5％増加

いたしました。 

 〔産機・インフラ事業〕 

 産機・インフラ事業部門では、旺盛な海外需要により輸出が好調に推移し、国内にお

ける設備投資の回復と相まって、非鉄金属などの販売が増加いたしました。タイ国での

工業団地事業と発電事業も業績に貢献いたしました。連結売上高は 1,054 億円と前期に

比べ 7.1％増加いたしました。連結経常利益は 21 億 50 百万円と前期に比べ 67.3％増加

いたしました。 

 〔繊維〕 

 繊維部門では、消費マインドの冷え込みに加え、天候不順の影響もあり、レディス衣

料分野を中心に厳しい状況が続きました。一方、メンズ衣料分野やホームファッション

分野では販売が拡大いたしました。また、メディア・コマース部門の構造改革や学生衣

料等を販売する瀧本株式会社の連結子会社化も業績に貢献いたしました。連結売上高は

1,562 億円と前期に比べ 8.4％増加いたしました。連結経常利益は、32 億 43 百万円と前

期に比べ 119.2％増加いたしました。 

 〔食糧〕 

 食糧部門では、輸入食肉の販売は市場競争の激化により厳しい状況が続きましたが、

大手ファーストフードチェーンやコンビニエンスストア向けなどの加工食品の販売は順

調に拡大いたしました。また、居酒屋業界の過当競争などの影響を受け、株式会社つぼ

八は厳しい経営を強いられました。その結果、連結売上高は 1,064 億円と前期に比べ
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0.8％減少いたしました。連結経常利益は 19 億 22 百万円と前期に比べ 11.7%減少いたし

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。 

その他の事業の連結売上高は 15 億円と前期に比べ 30.2％増加いたしましたが、連結経

常損益は、昨年９月に大阪本社を自社保有ビルに移転したことに伴う経費を計上したこ

とにより、1 億 21 百万円の経常損失となりました。 

 

②次期の見通し 
 

 今後の経済見通しは、新興国における経済成長は持続し、欧米においても回復基調が

続くものと予想されますが、雇用情勢や物価動向など景気の下振れ要因を内包しており、

先行きを注視していく必要があります。また、国内においては、東日本大震災の影響か

ら、当面は極めて厳しい経済環境が続くものと見込まれます。 

 当社の平成 24年 3月期の連結業績の見通しは、売上高が 8,100億円、営業利益が 102億円、

経常利益が 117 億円となり、当期純利益は、57 億円となる見込みであります。 
 
      ＜連結業績見通し＞               （単位：百万円）      

  平成 24年３月期  平成23年３月期  

  通期業績見通し  通期実績  

 売 上 高      810,000  790,900  

 営 業 利 益      10,200  10,257  

 経 常 利 益      11,700  11,736  

 当期純利益 5,700  5,748  

 

  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 

  情報およ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。 

 

（２）財政状態に関する分析 
 

 ①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 
 
 当社グループの総資産は、たな卸資産が増加したことなどにより 3,384 億円となり、前期

末に比べ 143 億円増加いたしました。有利子負債は 895 億円となり、前期末に比べ 87 億円増

加いたしました。純資産につきましては、株主資本が前期末に比べ 50 億円増加し、一方で、

その他の包括利益累計額が前期末に比べ 12 億円減少したことなどにより純資産合計は 593

億円となり、前期末に比べ 47 億円の増加となりました。 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物の当期末残高は 97 億円と

なり、前期末に比べ 15 億円減少いたしました。 

 営業活動による資金の減少は、たな卸資産が増加したことなどにより 5 億円となり、115

億円の収入であった前期に対して当期は支出となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や投資有価証券の取得などにより 66

億円の支出となり、前期に比べ支出が 47 億円増加いたしました。 

 財務活動による資金の増加は、借入金による資金の調達などにより 58 億円となり、96 億

円の支出であった前期に対して当期は収入となりました。 
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＜キャッシュ・フロー指標の推移＞ 

 19 年 3 月期 20 年 3 月期 21 年 3 月期 22 年 3 月期 23 年 3 月期

自己資本比率 10.1% 11.9% 13.3% 16.3% 16.8%

時価ベースの自己資本比率 20.3% 13.2% 9.2% 10.8% 9.5%

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 12.0 10.9 42.6 7.0 －

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 1.8 1.9 0.7 6.9 －

 (注)自己資本比率             ：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

   ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ        ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ＊ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ＊ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべ

ての負債を対象としております。 

  ＊ 利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと考え、会社の財務

体質の改善を図りつつ、連結配当性向15％～20％を目安に業績に応じた配当を行うこと

を基本方針といたしております。 

 平成23年３月期は、所期の業績を達成し前期に比べて11億円の増益となりました。年

間配当金は前期の1株当たり配当金5円に比べ年間で1円増配の6円とし、期末配当金につ

きましては、平成22年12月に中間配当金2円50銭を実施いたしましたので、1株につき3

円50銭とする案を株主総会にお諮りすることといたしました。 

 次期の配当につきましては、連結純利益が現状の見通しである57億円を前提として、

年間で1株につき6円とする予定であります。 

 なお、本日開催の取締役会において、資本効率の向上を通じて株主価値の向上を図る

ため、本年 5 月 6 日から 8 月 31 日までの間に、200 万株または 5 億円を上限とする自己

株式の取得を決議いたしました。 

 

２．経営方針 

 
（１）会社の経営の基本方針 
 

住金物産グループは「お客様と一緒に新しい価値を創造する」「公正・安全を最優先

し社会に貢献する」「現場力・チーム力で夢に挑戦し実現する」という企業理念のもと、

鉄鋼、産機・インフラ事業、繊維、食糧の４カンパニーにおいて、加工メーカー型機能

を持つ商社グループという独自のコンセプトを実践することにより、持続的な成長が可

能な強い企業集団を目指してまいります。 

  
（２）目標とする経営指標 
 
  当社グループでは、加工メーカー型機能の拡充による利益率の改善を目指しており、

その達成度を測るため、経営指標として営業利益率と営業利益ベースでのＲＯＡを重視

しております。 
 なお、当期の営業利益率は１．３％、ＲＯＡは３．１％となりました。 
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（３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 
 
  今般の東日本大震災により、当社グループの取引先の多くも被災され、経営環境は激

変しております。鉄鋼・電機・自動車・産業機械・繊維・食品関連の主要取引先では、

震災からの直接の被災や原材料・部品の入手難などにより長期間の操業停止を余儀なく

されている企業も少なくありません。また、消費マインドの落ち込みや大規模な節電対

策などによる百貨店・専門店などの小売業や外食産業への悪影響も大いに懸念されます。

当社グループでは、震災の今後の業績への影響を最小限に抑えながら、復興需要や新興

国需要を最大限に取り込むことでリカバリーしてまいります。 

  このような環境のもと、当社グループは、「お客様と一緒に新しい価値を創造する」

「公正・安全を最優先し社会に貢献する」「現場力・チーム力で夢に挑戦し実現する」

という企業理念に基づき、持続的な企業価値の向上を目指すための中期経営課題達成に

取り組んでまいります。 

 ①価値創造型・加工メーカー型機能の強化 

  ・国内事業の競争力再強化による収益確保 

  ・海外事業展開の加速による収益拡大 

 ②複合専業商社の総力（４事業）を結集して事業基盤の強化 

  ・戦略投資・構造改革の迅速実行 

  ・４事業によるバランスの取れた利益確保 

  ・過去最高益の更新 

 ③プロフェッショナル人材の育成とグローバル対応力強化 

 ④リスクマネジメントの強化 

 ⑤株主への利益還元 

  ・継続的な配当 

  ・機動的な自己株式の取得 
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,224 9,750

受取手形及び売掛金 206,414 208,119

たな卸資産 41,181 51,143

繰延税金資産 2,019 2,000

その他 9,364 8,401

貸倒引当金 △2,571 △2,164

流動資産合計 267,633 277,250

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,384 9,009

機械装置及び運搬具（純額） 4,314 4,175

器具及び備品（純額） 1,025 1,138

土地 14,251 17,210

リース資産（純額） 49 68

建設仮勘定 223 164

有形固定資産合計 27,248 31,766

無形固定資産   

のれん 838 632

その他 554 569

無形固定資産合計 1,393 1,202

投資その他の資産   

投資有価証券 17,754 18,475

長期貸付金 855 1,213

繰延税金資産 1,538 1,469

その他 10,956 10,302

貸倒引当金 △3,325 △3,280

投資その他の資産合計 27,779 28,180

固定資産合計 56,421 61,149

資産合計 324,054 338,400
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 169,417 170,773

短期借入金 66,318 74,559

リース債務 12 37

未払法人税等 1,393 1,304

繰延税金負債 2 5

賞与引当金 1,260 1,218

災害損失引当金 － 402

資産除去債務 － 37

その他 11,564 10,244

流動負債合計 249,969 258,584

固定負債   

長期借入金 14,480 14,907

リース債務 39 90

繰延税金負債 616 1,037

退職給付引当金 2,442 2,608

役員退職慰労引当金 303 332

関係会社整理損失引当金 － 44

資産除去債務 － 104

その他 1,533 1,301

固定負債合計 19,416 20,426

負債合計 269,386 279,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,335 12,335

資本剰余金 7,084 7,084

利益剰余金 34,439 39,532

自己株式 △184 △204

株主資本合計 53,675 58,748

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 889 875

繰延ヘッジ損益 △121 △143

土地再評価差額金 76 －

為替換算調整勘定 △1,630 △2,733

その他の包括利益累計額合計 △786 △2,001

少数株主持分 1,779 2,643

純資産合計 54,668 59,390

負債純資産合計 324,054 338,400
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 757,185 790,900

売上原価 701,871 732,314

売上総利益 55,313 58,585

販売費及び一般管理費 46,517 48,328

営業利益 8,796 10,257

営業外収益   

受取利息 238 222

受取配当金 394 381

持分法による投資利益 371 1,493

その他 979 1,149

営業外収益合計 1,983 3,247

営業外費用   

支払利息 1,670 1,436

その他 685 332

営業外費用合計 2,355 1,768

経常利益 8,425 11,736

特別利益   

固定資産売却益 99 2

投資有価証券売却益 718 131

出資金売却益 8 －

段階取得に係る差益 － 102

持分変動利益 6 －

特別利益合計 833 236

特別損失   

災害による損失 － 582

固定資産売却損 － 11

減損損失 427 277

固定資産除却損 － 269

投資有価証券売却損 84 33

出資金売却損 － 9

投資有価証券評価損 136 1,092

出資金評価損 229 360

持分変動損失 3 34

関係会社整理損失引当金繰入額 － 44

関係会社貸倒引当金繰入額 101 18

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 161

特別損失合計 983 2,893

税金等調整前当期純利益 8,275 9,079

法人税、住民税及び事業税 3,827 3,245

法人税等調整額 20 53

法人税等合計 3,847 3,298

少数株主損益調整前当期純利益 － 5,781

少数株主利益又は少数株主損失（△） △162 32

当期純利益 4,591 5,748
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 5,781

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △36

繰延ヘッジ損益 － △21

為替換算調整勘定 － △689

持分法適用会社に対する持分相当額 － △432

その他の包括利益合計 － △1,179

包括利益 － 4,602

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 4,657

少数株主に係る包括利益 － △55

住金物産㈱　（9938）　平成23年3月期決算短信

9



（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,335 12,335

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,335 12,335

資本剰余金   

前期末残高 7,086 7,084

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 7,084 7,084

利益剰余金   

前期末残高 30,604 34,439

当期変動額   

剰余金の配当 △819 △819

当期純利益 4,591 5,748

土地再評価差額金の取崩 △1 76

連結範囲の変動 218 76

持分法の適用範囲の変動 － 10

持分変動差額 △153 0

当期変動額合計 3,834 5,093

当期末残高 34,439 39,532

自己株式   

前期末残高 △184 △184

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △20

自己株式の処分 3 0

当期変動額合計 △0 △19

当期末残高 △184 △204

株主資本合計   

前期末残高 49,842 53,675

当期変動額   

剰余金の配当 △819 △819

当期純利益 4,591 5,748

土地再評価差額金の取崩 △1 76

連結範囲の変動 218 76

持分法の適用範囲の変動 － 10

持分変動差額 △153 0

自己株式の取得 △4 △20

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 3,832 5,073

当期末残高 53,675 58,748
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 592 889

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 296 △13

当期変動額合計 296 △13

当期末残高 889 875

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △52 △121

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 △21

当期変動額合計 △68 △21

当期末残高 △121 △143

土地再評価差額金   

前期末残高 75 76

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △76

当期変動額合計 0 △76

当期末残高 76 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,990 △1,630

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 360 △1,102

当期変動額合計 360 △1,102

当期末残高 △1,630 △2,733

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △1,375 △786

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 589 △1,214

当期変動額合計 589 △1,214

当期末残高 △786 △2,001

少数株主持分   

前期末残高 1,962 1,779

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △183 863

当期変動額合計 △183 863

当期末残高 1,779 2,643
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 50,429 54,668

当期変動額   

剰余金の配当 △819 △819

当期純利益 4,591 5,748

土地再評価差額金の取崩 △1 76

連結範囲の変動 218 76

持分法の適用範囲の変動 － 10

持分変動差額 △153 0

自己株式の取得 △4 △20

自己株式の処分 2 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 405 △350

当期変動額合計 4,238 4,722

当期末残高 54,668 59,390
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 8,275 9,079

減価償却費 1,895 2,223

減損損失 427 277

のれん償却額 156 311

貸倒引当金の増減額（△は減少） △338 △821

賞与引当金の増減額（△は減少） △228 △32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8 △224

受取利息及び受取配当金 △632 △604

支払利息 1,670 1,436

持分法による投資損益（△は益） △371 △1,493

災害損失 － 582

固定資産除却損 － 269

固定資産売却損益（△は益） △99 9

投資有価証券評価損 136 1,092

出資金評価損 229 360

投資有価証券売却損益（△は益） △634 △98

出資金売却損益（△は益） △8 9

段階取得に係る差損益（△は益） － △102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 161

売上債権の増減額（△は増加） 13,144 △779

たな卸資産の増減額（△は増加） 20,043 △7,511

仕入債務の増減額（△は減少） △33,509 △1,063

その他 7,018 △354

小計 17,181 2,725

利息及び配当金の受取額 1,014 1,161

利息の支払額 △1,690 △1,403

法人税等の支払額 △4,909 △3,061

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,596 △578
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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） 60 △9

有形固定資産の取得による支出 △1,644 △3,729

有形固定資産の売却による収入 294 371

無形固定資産の取得による支出 △14 △249

無形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △1,822 △2,428

投資有価証券の売却による収入 1,716 195

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 629

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△449 △917

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 62

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△42 －

子会社株式の取得による支出 △3 △38

短期貸付金の増減額（△は増加） △17 △525

長期貸付けによる支出 △168 △1,504

長期貸付金の回収による収入 21 1,269

その他 168 242

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,901 △6,631

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） △7,812 8,388

長期借入れによる収入 3,561 4,146

長期借入金の返済による支出 △4,423 △5,698

配当金の支払額 △822 △824

少数株主からの払込みによる収入 5 1

少数株主への配当金の支払額 △99 △27

その他 △11 △131

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,602 5,855

現金及び現金同等物に係る換算差額 50 △304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143 △1,659

現金及び現金同等物の期首残高 10,915 11,214

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 155 155

現金及び現金同等物の期末残高 11,214 9,711
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（５）継続企業の前提に関する注記  
 
  該当事項はありません。 

 
 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

 ①「持分法に関する会計基準」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」の適用 

 当連結会計年度より、「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。 

 

 ②資産除去債務に関する会計基準の適用 

   当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益はそれぞれ 6 百万円減少し、 

税金等調整前当期純利益は 168 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 201 百万円であります。 

 

 ③企業結合に関する会計基準等の適用 

   当連結会計年度より、「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）、「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）及び「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。 

 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（連結包括利益計算書関係） 

 当連結会計年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 

   ①当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

     親会社株主に係る包括利益      5,180 百万円 

    少数株主に係る包括利益       △152  〃   

           計          5,027  〃 

 

   ②当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

     その他有価証券評価差額金       271 百万円 

     繰延ヘッジ損益            △68  〃 

     為替換算調整勘定           167  〃 

     持分法適用会社に対する持分相当額   228  〃   

            計           599  〃 

 

   （追加情報） 

    当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第 25 

号 平成 22 年 6 月 30 日）を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」 

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額 

等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 
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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】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　　至　平成22年３月31日）

鉄鋼 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）

Ⅰ

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 394,251 110,304 144,115 107,312 1,200 757,185 - 757,185

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

395,227 112,434 144,115 107,312 4,103 763,193 (6,008) 757,185

391,325 112,055 142,270 105,053 3,688 754,392 (6,003) 748,388

3,901 378 1,845 2,259 415 8,801 (4) 8,796

Ⅱ

155,326 58,683 62,686 27,960 14,002 318,659 5,394 324,054

1,148 249 224 255 175 2,052 - 2,052

15 115 - 135 161 427 - 427

857 81 107 396 147 1,590 - 1,590

(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、鉄鋼原料等

(２) 機械・金属 ……… 非鉄金属、機械、条鋼線材、鋳鍛品

(３) 繊維 ……… 繊維製品、繊維原料

(４) 食糧 ……… 食肉、水産物他

(５) その他の事業 ……… 不動産賃貸他

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　　至　平成22年３月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を
　超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　　至　平成22年３月31日）

海外売上高が、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。

資本的支出

975 2,129

減損損失

　営　業　利　益

資産

資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

減価償却費

(6,008) -

売上高及び営業損益

営 業 費 用

- - 2,902 6,008

計

住金物産㈱　（9938）　平成23年3月期決算短信

16



【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社グループ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情報が入手可能であり、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。

　当社グループは、各種商品の販売を主な事業にしており、取扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社グループは、内部管理上採用しているカンパニー制を基礎としたセグメントから構成されており、「鉄鋼」、

「産機・インフラ事業」、「繊維」及び「食糧」の４区分を報告セグメントとしております。

　鉄鋼事業は鋼管、鋼板、条鋼線材、建材、鉄鋼原料等を取扱っております。産機・インフラ事業は非鉄金属、機械、鋳鍛

品、鉄道機材を取扱っており、持分法適用会社において工業団地開発販売、発電事業等を行っております。繊維事業は

繊維製品、繊維原料を取扱っております。食糧事業は輸入食肉、水産物他を取扱っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

　報告セグメントの利益は、経常利益であります。なお、セグメント間の取引は、会社間の取引であり、市場価格等に

基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

鉄鋼
(百万円)

産機・
ｲﾝﾌﾗ事業
(百万円)

繊維
(百万円)

食糧
(百万円)

計
(百万円)

　売　上　高

　　外部顧客への売上高 406,050 98,505 144,115 107,312 755,984 1,200 757,185 - 757,185

　　セグメント間の内部

　　売上高又は振替高

計 407,679 100,385 144,115 107,312 759,492 3,583 763,076 △ 5,891 757,185

　セグメント利益
　（経常利益）

3,418 1,285 1,479 2,175 8,359 45 8,404 20 8,425

　セグメント資産 168,339 51,558 63,030 27,960 310,888 7,735 318,623 5,431 324,054

　その他の項目

　　減価償却費 1,167 166 220 254 1,808 86 1,895 - 1,895

　　のれんの償却額 143 - 13 - 156 - 156 - 156

　　受取利息 129 46 26 25 228 10 238 - 238

　　支払利息 803 132 398 206 1,540 130 1,670 - 1,670

　　持分法投資利益又は
　　損失（△）

88 457 △ 174 - 371 - 371 - 371

　　持分法適用会社への投資額 2,609 4,363 699 - 7,672 - 7,672 - 7,672

　　有形固定資産及び

　　無形固定資産の増加額

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業他を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の調整額20百万円は、セグメント間取引消去20百万円であります。

　　　３　セグメント資産の調整額5,431百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産6,662百万円及び

　　　　　セグメント間取引消去△1,231百万円が含まれております。全社資産は、主に親会社の現金及び預金であります。

　　　４　「報告セグメント」及び「その他」のセグメント利益の合計は、調整額20百万円を除き、連結損益計算書の経常利益と

　　　　  一致しております。

1,5901,588 2 1,590 -992 91 107 396

-3,508 2,382 5,891 △ 5,8911,628 1,879 - -

連結財務諸
表計上額
(百万円)
（注４）

報告セグメント

その他
(百万円)
（注１）

合計
(百万円)

調整額
(百万円)
（注２，３）
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当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

鉄鋼
(百万円)

産機・
ｲﾝﾌﾗ事業
(百万円)

繊維
(百万円)

食糧
(百万円)

計
(百万円)

　売　上　高

　　外部顧客への売上高 421,190 105,478 156,250 106,417 789,336 1,563 790,900 - 790,900

　　セグメント間の内部

　　売上高又は振替高

計 422,945 108,019 156,251 106,417 793,632 1,868 795,501 △ 4,601 790,900

　セグメント利益又は損失（△）
　（経常利益又は経常損失）

4,527 2,150 3,243 1,922 11,844 △ 121 11,722 14 11,736

　セグメント資産 167,475 50,866 78,409 28,859 325,611 8,050 333,661 4,739 338,400

　その他の項目

　　減価償却費 1,424 161 274 269 2,129 93 2,223 - 2,223

　　のれんの償却額 285 2 23 - 311 - 311 - 311

　　受取利息 132 36 24 20 212 9 222 - 222

　　支払利息 735 111 374 111 1,333 103 1,436 - 1,436

　　持分法投資利益 293 826 373 - 1,493 - 1,493 - 1,493

　　持分法適用会社への投資額 2,786 6,688 364 - 9,838 - 9,838 - 9,838

　　有形固定資産及び

　　無形固定資産の増加額

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業他を含んでおります。

　　　２　セグメント利益又は損失（△）の調整額14百万円は、セグメント間取引消去14百万円であります。

　　　３　セグメント資産の調整額4,739百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産5,637百万円及び

　　　　　セグメント間取引消去△898百万円が含まれております。全社資産は、主に親会社の現金及び預金であります。

　　　４　「報告セグメント」及び「その他」のセグメント利益又は損失（△）の合計は、調整額14百万円を除き、連結損益計算書の

　　　　  経常利益と一致しております。

（追加情報）

　当連結会計年度より、「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。

【関連情報】

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報
　　（１）売上高

-

2,540 448 508 431 3,929 265 4,194 - 4,194

4,296 304 4,601 △ 4,6011,754 2,540 0 -

報告セグメント

その他
(百万円)
（注１）

合計
(百万円)

調整額
(百万円)
（注２，３）

連結財務諸
表計上額
(百万円)
（注４）

日本 アジア その他 合計
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

698,763 78,447 13,689 790,900

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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　　（２）有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報
　　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

鉄鋼
(百万円)

産機・
ｲﾝﾌﾗ事業
(百万円)

繊維
(百万円)

食糧
(百万円)

計
(百万円)

　減損損失 65 - - 211 277 - 277 - 277

【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

鉄鋼
(百万円)

産機・
ｲﾝﾌﾗ事業
(百万円)

繊維
(百万円)

食糧
(百万円)

計
(百万円)

　当期償却額 285 2 23 - 311 - 311 - 311

　当期末残高 492 - 139 - 632 - 632 - 632

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。

連結財務諸
表計上額
(百万円)

報告セグメント

その他
(百万円)

合計
(百万円)

調整額
(百万円)

連結財務諸
表計上額
(百万円)

報告セグメント

その他
(百万円)

合計
(百万円)

調整額
(百万円)

日本 アジア 北米 合計
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

26,817 2,726 2,222 31,766
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前連結会計年度 当連結会計年度

（平成21年4月1日～平成22年3月31日） （平成22年4月1日～平成23年3月31日）

１株当たり純資産額 322.53円 １株当たり純資産額 346.30円

１株当たり当期純利益 28.00円 １株当たり当期純利益 35.07円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1.　１株当たり純資産額

前連結会計年度末 当連結会計年度末

　　　（平成22年3月31日） 　　　（平成23年3月31日）

純資産の部の合計額 54,668百万円 59,390百万円
1,779百万円 2,643百万円

（うち少数株主持分） (1,779百万円) (2,643百万円)
52,888百万円 56,747百万円

163,979千株 163,865千株

2.　１株当たり当期純利益金額

前連結会計年度 当連結会計年度

　（平成21年4月1日　 　（平成22年4月1日　
　　　～平成22年3月31日） 　　　～平成23年3月31日）

当期純利益 4,591百万円 5,748百万円
普通株主に帰属しない金額 －百万円 －百万円
普通株式に係る当期純利益 4,591百万円 5,748百万円
普通株式の期中平均株式数 163,985千株 163,933千株

　該当事項はありません。

（重要な後発事象）

（１株当たり情報）

純資産の部の合計額から控除する金額

普通株式に係る期末純資産額
１株当たり純資産額の算定に用いられ
た期末の普通株式の数
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４．その他

（１）売上高（個別）内訳

取 引 形 態 別 内 訳

（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

(平成21年4月～平成22年3月) (平成22年4月～平成23年3月)

増 減 率

％ ％ ％ 

国 内 397,962 62.2 408,524 60.5    10,562    2.7

輸 入 175,456 27.4 192,644 28.5    17,188    9.8

輸 出 66,491 10.4 74,456 11.0    7,965    12.0

合　　計 639,910 100.0 675,625 100.0    35,715    5.6

商  品  別  内  訳

（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

(平成21年4月～平成22年3月) (平成22年4月～平成23年3月)

増 減 率

％ ％ ％ 

鋼 材 282,647 44.2 308,149 45.6    25,502    9.0

繊 維 126,278 19.7 133,402 19.7    7,124    5.6

食 糧 89,495 14.0 90,173 13.3    678    0.8

機 械 ・ 建 設 54,286 8.5 29,102 4.3  △ 25,184  △ 46.4

非 鉄 金 属 他 87,202 13.6 114,797 17.0    27,595    31.6

合    計 639,910 100.0 675,625 100.0    35,715    5.6

前　期　比

構成比

構成比

増 減 額

前　期　比

増 減 額

構成比

構成比
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