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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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3月期第2四半期 708,105 ― 13,072 ― 12,680 ― 7,545 ―

20年3月期第2四半期 665,592 16.1 10,933 16.7 10,282 24.0 5,687 20.1

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2四半期 46.01 ―

20年3月期第2四半期 34.67 ―

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2四半期 438,724 55,290 12.1 324.30
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2四半期  53,180百万円 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 ― 5.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 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、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。 
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2四半期 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2四半期 551,111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2四半期 163,998,278株 20年3月期第2四半期 164,058,597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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ＜業績の概況＞  

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発する金融市場の混乱が急速に拡

大し、実体経済に悪影響を及ぼし始め日本企業の収益も輸出企業を中心にその影響を強く受ける一方、設備投資や

個人消費の落ち込みも顕著になるなど、景気は急速に減速してまいりました。 
 このような経営環境の中、当社グループの売上高は7,081億円となり、前年同期に比べ425億円、6.4%増加しま

した。 

損益につきましては、経常利益が、126億80百万円となり、前年同期に比べ23億98百万円、23.3%増加しまし

た。四半期純利益は75億45百万円となり、前年同期に比べ18億58百万円、32.7%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行われ、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2,665 億円となり、前年同期に比べ268 億円、11.2%増加しました。営業利益

は56億58百万円となり、前年同期に比べ17億75百万円、45.7%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1,827億円となり、前年同期に比

べ370億円、25.5%増加しました。営業利益は4億37百万円となり、前年同期に比べ49百万円、10.1%減少しまし

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962 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231 億円、19.4%減少しました。営業利益は

19億33百万円となり、前年同期に比べ1億8百万円、5.9%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

より百貨店など大型小売店での販売が落ち込み、厳しい状況で推移しました。売上高は850億円となり、前年同期

に比べ21億円、2.5%減少しました。営業利益は30億57百万円となり、前年同期に比べ1億84百万円、6.4%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、上昇基調にありました食肉価格が夏場

にピークを打ちその後弱含みで推移いたしました。売上高は767億円となり、前年同期に比べ39億円、5.4%増加

しました。営業利益は17億49百万円となり、前年同期に比べ1億1百万円、6.1%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7億

円となり、前期に比べ89百万円、10.1%減少しました。営業利益は2億38百万円となり、前年同期に比べ23百万

円、10.7%増加しました。 

 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債、純資産の状況 
 
 当第２四半期末の資産は4,387億円となり、受取手形及び売掛金の増加などにより、前期末に比べ366億円増

加いたしました。負債は3,834億円となり、支払手形及び買掛金の増加などにより前期末に比べ312億円増加い

たしました。純資産は552億円となり、当第２四半期純利益などにより前期末に比べ54億円増加いたしました。
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（２）キャッシュ・フローの状況 
  現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は109億円となり、前期末に比べ25億円増加いたしました。 

 営業活動による資金の増加は17億円となりました。投資活動による資金の減少は、有形固定資産の取得などに

より17億円となりました。 

 財務活動による資金の増加は短期借入金による資金調達などにより25億円となりました。 

 

 

 

 

 

 

 ３．連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の経済見通しにつきましては、主要な金融市場での混乱が続いており、米国を始めとする世界経済の減速

感が強まってまいりました。わが国においても一部の企業において収益の悪化が見られる一方、株式市場の大幅

な下落が個人消費の落ち込みに拍車をかける懸念が浮上しており、日本経済の先行きは非常に不透明な状況とな

っております。 

 このような経済情勢の中、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日に公表しまし

た業績予想を据え置くことといたしました。 

 

 

 

 

 

 

 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 

記載すべき事項はありません。 

 

 （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 

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、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 

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８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）

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

11,100 8,569

284,249 259,126

- 15

62,635 54,618

22,948 20,952

△  3,128 △  3,094

流動資産合計 377,805 340,188

固定資産

27,326 26,989

のれん 437 445

その他 766 886

無形固定資産合計 1,204 1,331

その他 38,068 39,212

貸倒引当金 △  5,680 △  5,675

投資その他の資産合計 32,388 33,537

固定資産合計 60,918 61,859

資産合計 438,724 402,047

負債の部

流動負債

269,149 241,730

75,210 69,898

4,701 5,515

1,459 1,488

役員賞与引当金 - 72

15,134 13,779

流動負債合計 365,655 332,485

固定負債

12,497 13,959

退職給付引当金 2,439 2,520

315 519

374 433

2,150 2,297

固定負債合計 17,777 19,730

負債合計 383,433 352,216

純資産の部

株主資本

12,335 12,335

7,091 7,090

32,766 26,606

△       190 △       179

株主資本合計 52,003 45,854

評価・換算差額等

1,520 2,125

△  316 △  824

75 76

△     102 552

評価・換算差額等合計 1,177 1,930

少数株主持分 2,110 2,045

純資産合計 55,290 49,831

負債純資産合計 438,724 402,047

当第２四半期連結会計期間末

短期借入金

現金及び預金

無形固定資産

受取手形及び売掛金

有形固定資産

(平成20年９月30日)

有価証券

投資その他の資産

為替換算調整勘定

自己株式

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

前連結会計年度末に係る

土地再評価差額金

その他

長期借入金

資本金

その他

役員退職慰労引当金

負ののれん

資本剰余金

利益剰余金

賞与引当金

たな卸資産　

未払法人税等

支払手形及び買掛金

貸倒引当金

その他
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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）

売上高 708,105

売上原価    669,675

売上総利益    38,430

販売費及び一般管理費    25,357

営業利益    13,072

営業外収益    

   338

   245

負ののれん償却額    59

持分法による投資利益    653

   647

営業外収益合計    1,943

   

   1,548

   787

営業外費用合計    2,336

経常利益    12,680

特別利益

投資有価証券売却益 182

出資金売却益 42

特別利益合計 225

特別損失

減損損失 156

投資有価証券売却損 2

投資有価証券評価損 2

特別損失合計 160

税金等調整前四半期純利益    12,744

法人税、住民税及び事業税    4,877

法人税等調整額    211

法人税等合計    5,089

少数株主利益    109

四半期純利益    7,545

その他

営業外費用

受取利息

受取配当金

その他

当第２四半期連結累計期間

    至　平成20年９月30日）
（自　平成20年４月１日

支払利息
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（第２四半期連結会計期間）

（単位：百万円）

売上高 373,721

売上原価 354,452

売上総利益 19,268

販売費及び一般管理費 12,860

営業利益 6,408

営業外収益

182

26

負ののれん償却額 29

持分法による投資利益 29

233

営業外収益合計 501

774

435

営業外費用合計 1,209

経常利益 5,700

特別利益

投資有価証券売却益 182

出資金売却益 42

特別利益合計 225

特別損失

減損損失 156

投資有価証券売却損 2

投資有価証券評価損 2

特別損失合計 160

税金等調整前四半期純利益 5,764

法人税、住民税及び事業税 2,878

法人税等調整額 △ 609

法人税等合計 2,268

少数株主利益 24

四半期純利益 3,471

当第２四半期連結会計期間

    至　平成20年９月30日）
（自　平成20年７月１日

支払利息

その他

営業外費用

受取利息

受取配当金

その他
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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）

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 12,744

減価償却費 845

減損損失 156

のれん償却額 85

負ののれん償却額 △ 59

貸倒引当金の増減額　（△は減少） 47

賞与引当金の増減額　（△は減少） △ 28

退職給付引当金の増減額　（△は減少） △ 79

受取利息及び受取配当金 △ 583

支払利息 1,548

持分法による投資損益　（△は益） △ 653

投資有価証券評価損 2

投資有価証券売却損益　（△は益） △ 180

出資金売却損益　（△は益） △ 42

売上債権の増減額　（△は増加） △ 25,660

たな卸資産の増減額　（△は増加） △ 8,507

仕入債務の増減額　（△は減少） 28,078

その他 93

小計    7,805

利息及び配当金の受取額 1,106

利息の支払額 △ 1,519

法人税等の支払額 △ 5,622

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,641

105

投資有価証券の取得による支出 △ 509

投資有価証券の売却による収入 279

短期貸付金の増減額　（△は増加） 24

長期貸付けによる支出 △ 39

長期貸付金の回収による収入 19

28

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,733

3,977

長期借入れによる収入 1,060

長期借入金の返済による支出 △ 1,374

配当金の支払額 △ 983

少数株主への配当金の支払額 △ 71

△ 11

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,596

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 102

現金及び現金同等物の増減額　（△は減少） 2,531

現金及び現金同等物の期首残高 8,429

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,960

当第２四半期連結累計期間

    至　平成20年９月30日）
（自　平成20年４月１日

短期借入金の純増減額　（△は減少）

その他

財務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

有形固定資産の売却による収入

その他
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住金物産㈱ (9938) 平成21年３月期　第２四半期決算短信

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。

（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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　　至　平成20年９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）

(1) 外部顧客に対する

売上高

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

141,311 93,384 55,098 45,756 38,646 1,124 375,320 (1,599) 373,721

3,302 109 916 1,498 499 92 6,419 (10) 6,408

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年９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）

(1) 外部顧客に対する

売上高

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

267,177 182,753 97,284 85,018 76,723 2,209 711,166 (3,060) 708,105

5,658 437 1,933 3,057 1,749 238 13,076 (3) 13,072

(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、第１四半期連結会計期間より「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。

     この変更は、従来商品の種類や性質を重視した事業区分を行ってきましたが、内部管理上採用しているカンパニー

　  制との整合性も考慮し、より販売市場や販売方法の類似性を重視した事業区分に変更すべく関連情報を収集する

　　体制の整備を進めてきた結果、第１四半期連結会計期間よりシステムで情報を収集、管理する体制が整ったことに

　　よるものであります。

　　なお、第１四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しているため、事業区分の変更による影響額に

　　ついては記載しておりません。

-

計

営業利益

- 373,721

325 4 554 0 - 715 1,599 (1,599)

45,756 38,646 408 373,721

売上高

140,986 93,379 54,543

708,105

-

計

営業利益

(3,060)3,060

85,018 76,723 789 708,105

売上高

266,563 182,743 96,266 -

0 1,419613 10 -1,018

 8



住金物産㈱ (9938) 平成21年３月期　第２四半期決算短信

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　　至　平成20年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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。

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　　至　平成20年９月30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。

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年９月30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。

（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。
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住金物産㈱ (9938) 平成21年３月期　第２四半期決算短信

「参考資料」

○（要約）前年中間期連結損益計算書

（単位：百万円）

（参考）増減

金額 金額 金額 増減率（％）

売上高 708,105 665,592    42,513   6.4

売上原価    669,675    628,950    40,725   6.5

売上総利益    38,430    36,642    1,788   4.9

販売費及び一般管理費    25,357    25,708 △ 351 △ 1.4

営業利益    13,072    10,933    2,139   19.6

営業外収益    1,943    2,034 △ 91 △ 4.5

   2,336    2,685 △ 349 △ 13.0

経常利益    12,680    10,282    2,398   23.3

   225    134    91   67.9

   160    668 △ 508 △ 76.0

税金等調整前四半期純利益    12,744    9,748    2,996   30.7

法人税、住民税及び事業税    4,877    3,244    1,633   50.3

法人税等調整額    211    713 △ 502 △ 70.4

少数株主利益    109    103    6   5.8

四半期純利益    7,545    5,687    1,858   32.7

前年中間期

（自　平成19年４月１日

    至　平成19年９月30日）

特別損失

当第２四半期連結累計期間

    至　平成20年９月30日）

（自　平成20年４月１日

特別利益

営業外費用

10



住金物産㈱ (9938)　平成21年3月期　第２四半期　決算短信

「参考資料」

　　○前年中間期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

 （平成19年4月
　　　　～平成19年9月)  

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益    9,748

減価償却費    861

減損損失    16

のれん償却額    77

負ののれん償却額 △ 30

貸倒引当金の増減額（減少：△）    761

賞与引当金の増減額（減少：△）    163

退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 278

債務保証損失引当金の増減額（減少：△） △ 157

受取利息及び受取配当金 △ 825

支払利息    2,056

持分法による投資利益 △ 685

固定資産売却益 △ 7

投資有価証券等評価損    185

投資有価証券等売却益 △ 17

投資有価証券等売却損    422

売上債権の増減額（増加：△） △ 14,570

たな卸資産の増減額（増加：△） △ 6,629

仕入債務の増減額（減少：△）    18,429

その他 △ 2,282

　 （小計）    7,239

利息及び配当金の受取額    871

利息の支払額 △ 2,073

法人税等の支払額 △ 4,868

　 営業活動によるキャッシュ・フロ－    1,169

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の増減額（増加：△）    56

有形固定資産の取得による支出 △ 1,801

有形固定資産の売却による収入    131

投資有価証券の取得による支出 △ 492

投資有価証券の売却による収入    1,325

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入    654

短期貸付金の増減額（増加：△）    23

長期貸付金の貸付けによる支出 △ 586

長期貸付金の回収による収入    28

その他 △ 550

　 投資活動によるキャッシュ・フロ－ △ 1,210

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額（減少：△） △ 744

長期借入れによる収入    2,201

長期借入金の返済による支出 △ 1,623

配当金の支払額 △ 982

少数株主に対する配当金の支払額 △ 61

その他 △ 30

　 財務活動によるキャッシュ・フロ－ △ 1,241

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額    91

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 1,190

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高    12,140

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期末残高    10,950

前 年 中 間 期
科　　　　　　目　
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住金物産㈱ (9938) 平成21年３月期　第２四半期決算短信

「参考資料」

○セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前年中間期（自　平成19年４月１日　　至　平成19年９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）

(1) 外部顧客に対する

売上高

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

240,370 145,667 120,649 87,213 72,797 2,433 669,131 (3,538) 665,592

3,883 486 1,825 2,873 1,648 215 10,932 0 10,933

(注) １．８ページに記載の通り当連結会計年度より事業区分の変更を行っております。前年中間期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、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

-5 -

営業利益

72,797 878 665,592

売上高

239,666 145,667 119,375 - 665,592

計

1,555 3,538 (3,538)703 - 1,273

87,208
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