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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 66,499 20.3 4,812 69.5 4,694 68.8 

17年３月期 55,291 13.0 2,839 -  2,780 -  

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 2,605 107.4 79 72 - - 8.9 8.5 7.1

17年３月期 1,256 △51.0 38 43 - - 4.6 5.2 5.0

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 32,688,207株 17年３月期 32,693,408株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 58,056 30,698 52.9 939 19

17年３月期 52,622 27,970 53.2 855 61

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 32,685,693株 17年３月期 32,690,519株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年３月期 5,296 △592 △554 14,190

17年３月期 2,183 5,159 △960 10,009

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 7社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） 1社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 31,000 1,300 1,100

通　期 63,000 3,100 2,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　61円19銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．企業集団等の状況

　当社の企業集団は、住友鋼管株式会社（当社）並びに連結子会社７社により構成されており、その主たる事業は、自

動車・建機用鋼管、建材用鋼管、電線管及び附属品の製造を行い、主として大手商社及び指定問屋を通じて国内向の販

売及び輸出を行っております。

　また、当社の親会社として住友金属工業株式会社があり、鋼板、鋼管、建材等の製造・販売を行っております。

　連結子会社等の事業内容等については下記のとおりであります。

会　　社　　名 事業内容及び企業集団における位置づけ

株式会社三日市鋼管製造所 主として引抜鋼管の製造並びに販売

株式会社エヌピー・エック 電線管用附属品等の電路資材の製造並びに販売

日新管材株式会社 主として構造用鋼管、引抜鋼管等の切断加工

日パイ興産株式会社 主として総務業務等の受託

日東金属工業株式会社 株式会社エヌピー・エックの加工委託先

シーモア・チュービング・インク 米国における引抜鋼管及び機械構造用鋼管の製造並びに販売

広州友日汽車配件有限公司 中国における自動車用メカニカル鋼管の製造並びに販売

　以上に述べた企業集団の概要図は、次のとおりであります。

 得              意              先 

電線管及び同附属品、配管用鋼管、構造用鋼管、引抜鋼管等の製造並びに販売及び不動産賃貸事業 

住    友    鋼    管    株    式    会    社 

（親会社） 
住友金属工業株式会社 

鉄鋼の製造販売及びエンジニアリング 

主材料 製品 
 

（連結子会社） 
日東金属工業株式会社 

(連結子会社) 
株式会社三日市鋼管製造所
日新管材株式会社 

（連結子会社） 
株式会社エヌピー・エック 

（連結子会社） 
シーモア・チュービング・インク 

 広州友日汽車配件有限公司 

（連結子会社） 
日パイ興産株式会社 

製
品
・
不
動
産
賃
貸
事
業 

製
品 

加
工
委
託 

製
品 

製
品 

事
務
委
託 

製
品 

製
品 

（注）日パイ管材株式会社は、平成16年９月15日に住友鋼管株式会社と合併したため、連結の範囲から除外しております。

（注）広州友日汽車配件有限公司は、平成17年１月より商業生産を開始し、また新日本製鐵株式会社による資本の払込が

平成17年１月に行われ、重要性が増したため当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

（注）日パイ興産株式会社は、平成17年12月31日に住友鋼管株式会社と合併いたしました。

（注）平成18年２月に松下電工株式会社との間で電線管事業の分割及び新会社設立に関する株主間協定を締結し、同４月

３日、松下電工ＳＰＴ株式会社（当社出資比率 35%）を設立しました。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　変化の早いマーケットで生き残るために、スピード経営を当社グループ運営の基本方針としております。

　当社グループは、自動車・建機用鋼管、建材用鋼管の製造・販売を通じて、より豊かで快適な社会づくりに貢献す

るとともに、株主各位のご期待に応えるべく将来にわたり発展していく企業を目指します。

　製造会社の原点である「品質が良く、付加価値の高い製品を、早くお客様に届ける」ことを基本に、市場から高い

評価を受ける企業を目指します。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、健全な財務体質の維持を基本としつつ、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項と捉え、長期的な

視点に立った事業収益の拡大と企業体質の強化を目指すことで、株主の皆様への安定的な配当の継続と、収益状況に

応じた利益の還元を実現したいと考えております。

　当期につきましては、上記の基本方針並びに収益の状況を勘案し、一株当たり８円（中間配当金４円、期末配当金

４円）とさせていただく予定でおります。

 なお、会社法施行に伴い配当回数の制限が撤廃されますが、現状の年２回配当を変更する計画はありません。

(3）目標とする経営指標

　企業グループ価値の向上を図るため、目標とする経営指標として、連結売上高経常利益率、連結総資産経常利益率

を選択しております。

(4）投資単位の引下げに関する基本方針

　今後、株価推移及び株式市場動向などを勘案し、慎重に対処してまいりたいと考えております。

(5）中長期的な会社の戦略

①　基本戦略

　国内事業に関しましては、縮小するマーケットの中でシェアの維持、拡大を図るため、コスト、品質、納期で業

界トップの地位を維持すべく、全力で取り組んでまいります。また、徹底したスリム化を進め、厳しい時代に生き

残ることのできる強固な経営体質を作り上げます。

　海外事業に関しましては、積極的に事業の強化・拡大を図り、海外移転を進めているお客様への対応力を強化す

るとともに、当社事業規模の全体としての維持拡大を目指します。

②　製造拠点

　国内におきましては、西の拠点の関西事業所（和歌山・大阪）、東の拠点の鹿島事業所、引抜鋼管専門の子会社

㈱三日市鋼管製造所の３拠点をフルに活用し、事業強化を図ってまいります。また、海外におきましても、アメリ

カにおけるシーモア・チュービング・インク（連結子会社、以下ＳＴＩ）と中国における広州友日汽車配件有限公

司（以下ＧＹＡ)、当社の親会社であります住友金属工業株式会社（以下住友金属）出資のタイスチールパイプ及び

ベトナムスチールプロダクツ、以上４社と緊密に連携をとることで、世界的総合溶接鋼管メーカーとしての発展を

目指してまいります。

③　品種戦略

　当社の事業分野は、自動車・建機用鋼管、建材用鋼管、２つに大別されます。事業分野ごとの経営戦略は以下の

とおりです。

・自動車・建機用鋼管

　当社及び住友金属の保有する技術開発力、マーケット情報力を有機的に結びつけ、顧客ニーズを先取りした

製品開発を進めてまいります。

　また、住友金属と連携することにより、素材から一貫した品質管理、材料設計による高品質製品をお客様に

提供してまいります。

　自動車会社をはじめとする需要家生産拠点の海外移転に対応するため、世界（日本、アメリカ、アジア）で、

日本と同じレベルのサービスを実現することを基本戦略とし、中長期的な計画のもと、順次施策を実施してま

いります。

・建材用鋼管
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　国内トップクラスのコスト、品質、納期競争力を武器に、全国に展開する当社及び住友金属の特約販売店網、

流通基地をフルに活用して、シェア向上を図ってまいります。

④　電線管事業の分割

　平成18年２月に松下電工株式会社（以下、松下電工）との間で電線管事業の分割及び新会社新設に関する株

主間協定を締結し、同４月３日、松下電工ＳＰＴ株式会社（以下、ＭｅｗＳｐｔ）を設立しました。これによ

り松下電工の強みである全国販売網と当社の鹿島における最新鋭電線管製造設備を併せ持つ、国内最強の電線

管事業を構築してまいります。

(6）親会社等に関する事項

①親会社等の商号等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        (平成18年３月31日現在)

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所等

 住友金属工業株式会社 　親会社 57.42  株式会社東京証券取引所　市場第一部　

 株式会社大阪証券取引所　市場第一部　

 株式会社名古屋証券取引所　市場第一部

 福岡証券取引所

 札幌証券取引所

 

②親会社等の企業グループにおける住友鋼管の位置付けその他上場会社と親会社等との関係　

ａ.親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

　当社の親会社は、当社の議決権を57%保有する住友金属であります。当社は、住友金属グループの溶接鋼管事業を担

当する子会社として発展してまいりました。

　平成11年７月、住友金属の和歌山製鉄所で営む溶接鋼管の製造・販売に係る営業を譲り受けることにより、住友金

属グループ内の溶接鋼管事業は当社に一本化されました。

　住友金属及びそのグループ会社とは以下の取引をしております。　

・主要な原材料であります熱延コイルの一部を住友金属から購入しています。

・当社の関西事業所和歌山における主要な設備であります24インチ溶接鋼管製造設備は住友金属から賃借しており　

ます。また発電用鋼管並びに配管用鋼管他同社製品をＯＥＭ生産しております。

・ＳＴＩは、住友金属のアメリカの金融子会社、スミトモ・メタル・アメリカ・ファイナンス・インク（以下　ＳＭ

ＡＦ）から借入れを行っています。

・当社の社外取締役１人は、住友金属の常務執行役員、社外監査役２人は住友金属の従業員であります。　

ｂ．親会社等の企業グループに属することによるリスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や

人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響　　

　住友金属及びそのグループ企業との連携により、素材から一貫した品質管理、材料設計による高品質製品をお客様

に提供するとともに、製造・販売・技術・研究開発の各分野で戦略を共有しながら事業を進めております。当社が住

友金属グループの一員であることは、当社の事業を発展させていく上で必要不可欠であります。

　原材料の取引を始めとする住友金属及びそのグループ企業との取引は、全て市況価格をベースに決定しており、ま

たその取引の是非についても経済性を基準とした判断に基づき、独立して決定しております。 

　当社の取締役７名のうち、１名は社外取締役で住友金属の常務執行役員です。当該社外取締役を通じて、住友金属

と情報交換をし、かつ戦略の共有化をするとともに、取締役の職務執行の監督機能の向上を図っております。

ｃ．親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・

資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響がある中における、親会社からの一定の独立性の確保に関す

る考え方及びそのための施策

　当社は、住友金属と同じ鉄鋼事業を営んでいますが、溶接鋼管事業は住友金属グループのなかでは当社のみが従事

しており、住友金属から当社の自由な事業活動を阻害される状況にないと考えております。　

③親会社等との取引に関する事項

　住友金属及びそのグループ企業との取引に関しては、「関連当事者との取引」に関する注記をご参照下さい。
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３．経営成績、財政状況及び事業等のリスク

Ⅰ．経営成績

(1）当期の概況

　当期のわが国経済は、原油価格の高騰による悪影響が懸念されたものの、海外においては、アジア経済の高成長、

国内においては、企業収益の改善に伴う設備投資の拡大、個人消費の伸びなどに支えられ、好調に推移しました。

　当社グループ国内各社の主要な販売先につきましては、土木・建築分野は、民間需要が好調に推移したものの、

公共事業は依然低迷しており、全体としては前期比横這いで推移いたしました。また自動車・建設機械分野は、海

外の好景気にも支えられ、高水準の需要を維持いたしました。

　当社グループ国内各社におきましては、中長期的な観点から、土木・建築分野の低迷の長期化が避けられないこ

と、また自動車・建設機械分野につきましても、長期的には生産拠点の海外移転の進展や国内向け販売の低迷も予

想され、国内自動車生産台数は減少傾向にあると思われることから生産・販売の大幅な増加は望めないとの認識の

もと、抜本的な経営合理化を進めております。

　当社の連結子会社ＳＴＩの所在地でありますアメリカにつきましては、堅調な個人消費と投資需要に支えられ底

堅い拡大が続きました。ＳＴＩの主要な販売先であります自動車産業に関しましても、日系自動車メーカーが好調

で、不振の続くアメリカ国内自動車メーカーの落ち込みをカバーする形となっています。

　日本の鉄鋼業界におきましては、中国における需要の拡大を背景に極めてタイトであった鋼材需給は、当期下半

期に入ってから内外とも緩和傾向となりました。こういった一般鋼材需給の緩和を背景に主要原材料の熱延コイル

の需給が緩和するとともに、鋼管市場においても、値下げを睨んだ荷動きの停滞等が見られ、店売り価格は弱含み

で推移しました。

　このような状況下、当社グループの生産・販売は、自動車向けの好調な需要に支えられ、順調に推移しました。

平成16年３月期の営業・経常損失計上以降、グループ全体をあげて取り組んだ懸命な構造改革の効果がフルに発揮

されたことに加え、原材料価格上昇過程での評価損益の計上もあり、当期は、連結売上高、連結営業利益、連結経

常利益ともに、昨年の記録を塗り替えて過去最高を記録することができました。結果、連結売上高は66,499百万円

（前期55,291百万円）、連結経常利益は4,694百万円（前期2,780百万円）、連結当期純利益は2,605百万円（前期

1,256百万円）となりました。

　なお、事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。

①　鋼管事業

　連結売上高は66,287百万円、連結営業利益は4,708百万円となりました。

②　不動産事業

　連結売上高は211百万円、連結営業利益は103百万円となりました。

　また、所在地別セグメント別業績は次のとおりであります。

①　日本

　連結売上高は50,233百万円、連結営業利益は3,957百万円となりました。

②　米国

　連結売上高は15,899百万円、連結営業利益は948百万円となりました。

③　中国

　連結売上高は365百万円、連結営業損失は93百万円となりました。

(2）次期の見通し

　次期の見通しに関しましては、マーケット環境に大きな変動はないものと見ておりますが、収益的には当連結会

計年度に計上した原材料価格上昇過程での評価損益がなくなること等により、減益とならざるをえない状況となっ

ています。

　当社グループといたしましては、グループをあげてのコストダウンに取組むとともに、適正な製品価格の維持に

も全力で取組んでまいります。

　次期は、連結売上高63,000百万円、連結経常利益3,100百万円、連結当期純利益では2,000百万円を確保いたした

いと考えております。
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Ⅱ．財政状況

(1）キャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下資金という。）は、有形固定資産の取得等による投資活動に

よるキャッシュ・フローのマイナスが592百万円、長期借入金の返済等による財務活動によるキャッシュ・フローの

マイナスが554百万円ありましたが、営業活動によるキャッシュ・フローのプラス5,296百万円により全体で4,176百

万円の増加となり、当連結会計年度末で14,190百万円となりました。

（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、5,296百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益4,749百万円、

減価償却費2,121百万円、仕入債務の増加によるプラス891百万円、売掛債権の増加によるマイナス749百万円及び

たな卸資産の増加によるマイナス1,151百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、592百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出707百万円

等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は554百万円となりました。これは、短期借入金の増加によるプラス231百万円、

長期借入金の返済による支出604百万円及び配当金の支払230百万円が主なものです。

(2）キャッシュ・フロー指標のトレンド

H16年３月期 H17年３月期 H18年３月期

株主資本比率（％） 49.8 53.2 52.9

時価ベースの株主資本比率（％） 18.8 30.6 43.8

債務償還年数（年） 0.8 1.7 0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 40.7 19 33.5

（算出方法）

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注）①　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

②　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

③　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に記載されている負債の内利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては、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います。
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Ⅲ．事業等のリスク

　決算短信に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。

(1)会社がとっている経営方針に係るもの

　当社グループの製品の24%は、海外拠点等によって生産されております。主要な海外生産拠点は米国であり、その資産

残高は8,826百万円、連結総資産に占める比率は15％となっております。従って、連結業績に対しては、日本国内のみな

らず、米国国内での景気動向が重要な影響を与える可能性があり、連結経営の観点から、従来にもまして米国連結子会

社との情報交換を密にしていく必要があります。

　当社グループの事業分野は、自動車・建機用鋼管、建材用鋼管、の２分野であります。いずれの分野においても得意

先からの品質要求は年々厳しくなっております。当社グループは品質確保を経営の最優先事項として全力で取り組んで

おりますが、得意先から重大な品質クレームがあった場合には、業績に影響を与える可能性があります。

(2)財政状態及び経営成績の変動に係るもの

　当社の主要な原材料は、熱延及び冷延コイルであります。熱延及び冷延コイルの需給逼迫・価格の急激な上昇につき

ましては落ち着きを取り戻している感がありますが、今後、コイル価格の変動が大きい場合には、業績に影響を与える

可能性があります。当社としましては、親会社である住友金属と緊密な連携を取るとともに、コイル調達ソースの拡大

を図り、安価なコイルの安定調達に全力で取り組んでまいります。

　なお、当該事項は平成18年４月28日現在において判断したものであります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 465 219

２　受取手形及び売掛金  10,566 11,455

３　たな卸資産 9,926 11,212

４　繰延税金資産 257 410

５　短期貸付金 9,546 13,978

６　未収還付法人税等 640 －

７　その他 460 467

８　貸倒引当金 △68 △40

流動資産合計 31,794 60.4 37,701 64.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1) 建物及び構築物 ※３ 6,263 6,387

(2) 機械装置及び運搬具 5,893 5,971

(3) 工具器具及び備品 374  329  

(4) 土地 ※３ 5,944  5,942  

(5) 建設仮勘定 68  53  

有形固定資産合計 18,545 35.2 18,683 32.2

２　無形固定資産 776 1.5 557 1.0

３　投資その他の資産

(1) 投資有価証券 237 238

(2) 関係会社出資金  359 －

(3) 賃貸用不動産 ※２ 793 769

(4) 繰延税金資産 25 54

(5) その他 125 134

(6) 貸倒引当金 △35 △83

投資その他の資産合計 1,506 2.9 1,114 1.9

固定資産合計 20,827 39.6 20,355 35.1

資産合計 52,622 100.0 58,056 100.0
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金  10,600 11,498

２　短期借入金 ※３ 1,819 2,401

３　１年以内返済予定の長期借入金 ※３ 540 512

４　未払金 2,111 1,962

５　未払法人税等 77 1,925

６　賞与引当金 383 418

７　その他  1,186 1,164

流動負債合計 16,719 31.8 19,882 34.2

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※３ 1,350 1,017

２　繰延税金負債 4,175 3,943

３　退職給付引当金 1,395 1,237

４　連結調整勘定 19 9

５　その他 162 6

固定負債合計 7,104 13.4 6,213 10.7

負債合計 23,824 45.2 26,096 44.9

（少数株主持分）

少数株主持分 827 1.6 1,262 2.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※８ 4,801 9.1 4,801 8.3

Ⅱ　資本剰余金 3,880 7.4 3,885 6.7

Ⅲ　利益剰余金 19,688 37.4 22,060 38.0

Ⅳ　為替換算調整勘定 △394 △0.7 △40 △0.1

Ⅴ　自己株式 ※９ △5 △0.0 △8 △0.0

資本合計 27,970 53.2 30,698 52.9

負債、少数株主持分及び資本合計 52,622 100.0 58,056 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 55,291 100.0 66,499 100.0

Ⅱ　売上原価 46,984 85.0 55,913 84.1

売上総利益 8,307 15.0 10,585 15.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１,２ 5,467 9.9 5,773 8.7

営業利益 2,839 5.1 4,812 7.2

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 51 70

２　受取配当金  1 23

３　受取賃貸料 89 82

４　受取補償金 32 －

５　その他 35 210 0.4 102 278 0.4

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 115 158

２　受取賃貸料費用 48 42

３　製品補償費 63 －

４　開業費償却 － 109

５　その他 42 269 0.5 85 395 0.6

経常利益 2,780 5.0 4,694 7.1

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※３ 9 57

２　投資有価証券売却益 11 －

３　貸倒引当金戻入益 0 20 0.1 － 57 0.1

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 ※４ 145 －

２　役員退職金 16 －

３　退職給付会計基準変更時差異処
理額

432 －

４　貸倒引当金繰入額 － 0

５　持分変動損失 － 2

６　その他 8 602 1.1 － 2 0.0

税金等調整前当期純利益 2,198 4.0 4,749 7.1

法人税、住民税及び事業税 922 2,598

法人税等調整額 △18 903 1.6 △481 2,116 3.2

少数株主利益（減算） 38 0.1 26 0.0

当期純利益 1,256 2.3 2,605 3.9
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）   

Ⅰ　資本剰余金期首残高 3,871 3,880

Ⅱ　資本剰余金増加高   

  　連結子会社合併による資本剰余
金増加高

9 9 5 5

Ⅲ　資本剰余金期末残高 3,880 3,885

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高  18,637  19,688

Ⅱ　利益剰余金増加高

  　当期純利益 1,256 1,256 2,605 2,605

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 196 228

２　連結子会社合併による利益剰余
金減少高

9 205 5 233

Ⅳ　利益剰余金期末残高 19,688 22,060
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　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 2,198 4,749

減価償却費 2,070 2,121

連結調整勘定償却 △9 △9

開業費償却 － 109

退職給付引当金の増減額（減少：△） 288 △158

貸倒引当金の増減額（減少：△） 39 26

賞与引当金の増減額（減少：△） 13 34

受取利息及び受取配当金 △53 △93

支払利息 115 158

投資有価証券売却益 △11 －

固定資産売却益 △9 △57

有形固定資産除却損 145 36

売上債権の増減額（増加：△） 229 △749

たな卸資産の増減額（増加：△） △903 △1,151

その他流動資産の増減額（増加：△） △38 660

仕入債務の増減額（減少：△） 2,172 891

その他流動負債の増減額（減少：△） 57 △277

その他固定負債の増減額（減少：△） 48 △156

その他 6 △657

小計 6,357 5,476

利息及び配当金の受取額 53 93

利息の支払額 △115 △158

法人税等の支払額 △4,112 △116

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,183 5,296

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 21 －

有形固定資産の取得による支出 △560 △707

無形固定資産の取得による支出 △27 △21

収用に係る補償金入金による収入 7,202 －

収用に係る移転経費の支出 △1,532 －

その他 55 136

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,159 △592

Ⅲ　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（減少：△） △24 231

長期借入金の返済による支出 △718 △604

少数株主からの払込による収入 － 100

配当金の支払額 △193 △230

少数株主への配当金の支払額 △22 △48

自己株式取得による支出 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △960 △554

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 27

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加又は減少（△）額 6,375 4,176

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,634 10,009

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 － 4

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 10,009 14,190
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

１　連結の範囲に関する事項 　連結子会社は株式会社エヌピー・エック、日新

管材株式会社、日パイ管材株式会社、日パイ興産

株式会社、日東金属工業株式会社、株式会社三日

市鋼管製造所及びシーモア・チュービング・イン

クの７社であります。

　前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりま

したニッポンパイプ・ＵＳＡ・コーポレーション

は前連結会計年度末に清算致しましたので除外し

ております。

　なお、子会社である広州友日汽車配件有限公司

（旧社名　住友鋼管(広州)汽車配件有限公司）は

設立後の立ち上げ段階であり、総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため連結の範囲から除いており

ます。 

　連結子会社は株式会社エヌピー・エック、日新

管材株式会社、日パイ興産株式会社、日東金属工

業株式会社、株式会社三日市鋼管製造所、シーモ

ア・チュービング・インク及び広州友日汽車配件

有限公司の７社であります。

　前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりま

した日パイ管材株式会社は、平成16年9月15日に住

友鋼管株式会社と合併いたしましたので除外して

おります。

　前連結会計年度まで連結の範囲から除いており

ました広州友日汽車配件有限公司は、平成17年１

月より商業生産を開始し、また新日本製鐵株式会

社による資本金の払込が平成17年１月に行われ、

重要性が増したため当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。

２　持分法の適用に関する事項 　持分法非適用の非連結子会社である広州友日汽

車配件有限公司（旧社名　住友鋼管(広州)汽車配

件有限公司）は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため持分法の適用範囲から

除いております。

　該当事項はありません。

３　連結子会社の事業年度等に関す

る事項

　連結子会社のうち、シーモア・チュービング・

インクの決算日は12月31日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸

表を使用しております。その他の連結子会社の事

業年度は連結会計年度と同一であります。

 

　なお、連結決算日との間に発生しました重要な

取引については、連結上必要な調整を行っており

ます。

　連結子会社のうち、シーモア・チュービング・

インク及び広州友日汽車配件有限公司の決算日は

12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。その他の連結子会社の事業年度は連結会計年

度と同一であります。

　なお、連結決算日との間に発生しました重要な

取引については、連結上必要な調整を行っており

ます。

４　会計処理基準に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法
(イ）有価証券 その他有価証券 その他有価証券

(a）時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）によっております。

(a）時価のあるもの

同左

(b）時価のないもの

　移動平均法による原価法

(b）時価のないもの

同左

(ロ）たな卸資産 　当社及び国内連結子会社は、主として総平均法

による原価法

　ただし、貯蔵品のうち使用中のロール等につい

ては、取得価額（処分見込額控除後）の２分の１

で評価しております。

　在外連結子会社は、先入先出法による低価法

　当社及び国内連結子会社は、主として総平均法

による原価法

　ただし、貯蔵品のうち使用中のロール等につい

ては、取得価額（処分見込額控除後）の２分の１

で評価しております。

　在外連結子会社は、主として先入先出法による

低価法
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項目

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(イ）有形固定資産 　当社及び国内連結子会社は定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（付属設備を除く）については定額法を採用して

　おります。なお、主な耐用年数は以下のとおり

　であります。

　建物及び構築物　　　14年～47年

　機械装置及び運搬具　11年～14年

　在外連結子会社は定額法を採用しております。

　なお主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　　15年～31年

　機械装置及び運搬具　10年

同左

(ロ）無形固定資産 　定額法

　なお、主な耐用年数は自社利用のソフトウェア

５年であります。

同左

(ハ）賃貸用不動産 　定額法

　なお、主な耐用年数は建物15年～50年でありま

す。

同左

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金 　当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

　在外連結子会社は、主として特定の債権につい

て回収不能見込額を計上しております。

同左

(ロ）賞与引当金 　当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与支給

に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しております。

同左

(ハ）退職給付引当金 　当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上して

おります。

 　在外連結子会社は、確定拠出型退職年金制度を

採用しております。

　なお、会計基準変更時差異については５年によ

る按分額を費用処理しております。数理計算上の

差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数（10年）による定率法により、翌

連結会計年度から損益処理しております。

　当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上して

おります。

 　在外連結子会社のうち、シーモア・チュービン

グ・インクは、確定拠出型退職年金制度を採用し

ております。

　なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）に

よる定率法により、翌連結会計年度から損益処理

しております。

(4）重要な外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

　なお、在外連結子会社等の資産及び負債並びに

収益及び費用は、期末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の

部における為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。

同左
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項目

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

(5）重要なリース取引の処理方法 　当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有

権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

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。

　在外連結子会社は、通常の売買取引に準じた会

計処理によっております。

同左

(6）その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

 

(ロ）繰延資産の処理方法

 

 

 

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっており

ます。

                    

 

 

同左

 

　　広州友日汽車配件有限公司の開業費は、開業時

　に一括して償却しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、

全面時価評価法を採用しております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関する事

項

　連結調整勘定の償却については、５年間の均等

償却を行っております。

　　　　　　　　　　同左

７　利益処分項目等の取扱いに関す

る事項

　連結剰余金計算書における利益処分については、

連結会計年度中において確定した利益処分に基づ

いて処理しております。

同左

８　連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。

同左

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

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

　――――――――――― 　(固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用して

おります。これによる損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

（連結損益計算書） 

　前連結会計年度まで営業外収益「その他」に含めて表示しておりま

した「受取補償金」は営業外収益の合計額の100分の10を超えたため

区分掲記しました。なお、前連結会計年度の営業外収益「その他」に

含まれる「受取補償金」は14百万円であります。

                    

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

　前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フローにおいて区

分掲記しておりました「会員権評価損」（当連結会計年度 1百万円）

は重要性がないため、営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　20,375百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　22,827百万円

※２　賃貸用不動産の内訳 ※２　賃貸用不動産の内訳 

土地 21百万円

建物 1,494百万円

建物減価償却累計額 723百万円

土地 21百万円

建物 1,500百万円

建物減価償却累計額 752百万円

※３　担保資産及び担保付債務 ※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産の額（簿価） 担保に供している資産の額（簿価）

建物及び構築物 71百万円

土地 1,542百万円

計 1,613百万円

建物及び構築物 73百万円

土地 1,542百万円

計 1,615百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 100百万円

１年以内返済予定の長期借入金 235百万円

長期借入金 877百万円

計 1,212百万円

短期借入金 235百万円

１年以内返済予定の長期借入金 205百万円

長期借入金 787百万円

計 1,227百万円

４　保証債務

　　 広州友日汽車配件有限公司の金融機関よりの借入に係るもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29百万円

※５　非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

関係会社出資金 359百万円

 

   

６　受取手形譲渡高 108百万円 ６　受取手形譲渡高 105百万円

７　債権流動化に伴う買戻限度額 744百万円 ７　債権流動化に伴う買戻限度額 699百万円

※８　当社の発行済株式総数は、普通株式32,710,436株であります。 ※８　当社の発行済株式総数は、普通株式32,710,436株であります。

※９　連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式19,917株で

あります。

※９　連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式24,743株で

あります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

売上品発送費 2,381百万円

給料及び賃金 968百万円

賞与引当金繰入額 86百万円

貸倒引当金繰入額 44百万円

退職給付費用 123百万円

売上品発送費 2,454百万円

給料及び賃金 938百万円

賞与引当金繰入額 86百万円

貸倒引当金繰入額 25百万円

退職給付費用 108百万円

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。 ※２　一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。

88百万円 153百万円

※３  固定資産売却益の内訳 ※３  固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 0百万円

借地権 9百万円

計 9百万円

土地 45百万円

借地権 11百万円

計 57百万円

※４  固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 139百万円

工具器具及び備品 5百万円

計 145百万円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金 465百万円

短期貸付金（注） 9,543百万円

現金及び現金同等物 10,009百万円

現金及び預金 219百万円

短期貸付金（注） 13,970百万円

現金及び現金同等物 14,190百万円

（注）短期貸付金は、当社の申し出により随時返済を受けること

ができるため、現金及び現金同等物に含めております。

（注）短期貸付金は、当社の申し出により随時返済を受けること

ができるため、現金及び現金同等物に含めております。
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①　リース取引

　当社はEDINETにより開示を行うため記載は省略しております。

②　有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２　前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　（１）前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円）  売却損の合計額（百万円） 

21 11  －

　（２）当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円）  売却損の合計額（百万円） 

－ －  － 

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

固定資産に属するもの

非上場株式 237 238

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日至平成17年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　退職給付関係

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。

　国内連結子会社は適格退職年金制度又は退職一時金制度を設けております。また、一部の国内連結子会社は、

中小企業退職金共済に加入しております。さらに、従業員の退職等に際し、退職給付会計に準拠しました数理

計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金等を支払う場合があります。

　在外連結子会社のうち、シーモア・チュービング・インクは、確定拠出型退職年金制度を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △2,440 △2,507

(2）年金資産（百万円） 835 1,134

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） △1,604 △1,373

(4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円） － －

(5）未認識数理計算上の差異（百万円） 208 135

(6）退職給付引当金(3)＋(4)＋(5)（百万円） △1,395 △1,237

３　退職給付費用に関する事項

前連結会計年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

(1）勤務費用（百万円） 223 196

(2）利息費用（百万円） 46 46

(3）期待運用収益（百万円） △17 △22

(4）
会計処理基準変更時差異の費用処理額

（百万円）
432 -

(5）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 48 42

(6）割増退職金（百万円） 58 41

(7）
退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)　　　

（百万円）
791 305

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1)勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1）割引率（％） 2 2

(2）期待運用収益率（％） 3 3

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10

(5）会計基準変更時差異の処理年数（年） 5 -
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⑤　税効果会計

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位　百万円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 6

賞与引当金 154

在外連結子会社の加速度償却限度超過額 50

その他 103

繰延税金資産（流動）合計 316

繰延税金負債（流動）

事業税還付金 △58

繰延税金負債（流動）合計 △58

繰延税金資産（流動）純額 257

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 561

固定資産除却損 252

減価償却費超過額 63

その他 47

繰延税金資産（固定）合計 925

繰延税金負債（固定）

圧縮記帳積立金 △3,967

土地簿価修正額に係る税効果 △400

在外連結子会社の加速度償却による差額 △666

その他 △39

繰延税金負債（固定）合計 △5,075

繰延税金負債（固定）純額 △4,149

（単位　百万円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 131

賞与引当金 168

その他 110

繰延税金資産（流動）合計 410

 

  

  

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 498

固定資産除却損 213

減価償却費超過額 89

繰越欠損金 58

その他 56

繰延税金資産（固定）小計 916

評価性引当額 △36

繰延税金資産（固定）合計 879

繰延税金負債（固定）

圧縮記帳積立金 △3,700

土地簿価修正額に係る税効果 △400

在外連結子会社の加速度償却による差額 △627

その他 △39

繰延税金負債（固定）合計 △4,768

繰延税金負債（固定）純額 △3,888

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の

内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の

内訳

当事業年度は法定実税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略し

ております。

法定実効税率 40.4％

（調整）   

評価性引当額 1.7 

海外子会社受取配当金消去 1.6 

その他 0.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担額 44.6 
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

鋼管事業

（百万円）

不動産賃貸

事業

（百万円）

計（百万円）
消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 55,097 194 55,291 － 55,291

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － －

計 55,097 194 55,291 － 55,291

営業費用 52,342 109 52,452 － 52,452

営業利益 2,754 84 2,839 － 2,839

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出

資産 41,580 793 42,373 10,248 52,622

減価償却費 2,042 28 2,070 － 2,070

資本的支出 746 － 746 － 746

　（注）１　事業区分の方法

事業は、事業領域の特性を考慮して区分しております。

２　各事業区分に属する主要な製品等

鋼管事業　……………　電線管、溶接鋼管、引抜鋼管、その他

不動産賃貸事業　……　事務所等の賃貸

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は10,248百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

鋼管事業

（百万円）

不動産賃貸

事業

（百万円）

計（百万円）
消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 66,287 211 66,499 － 66,499

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － －

計 66,287 211 66,499 － 66,499

営業費用 61,579 107 61,686 － 61,686

営業利益 4,708 103 4,812 － 4,812

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出

資産 43,012 769 43,782 14,274 58,056

減価償却費 2,092 28 2,121 － 2,121

資本的支出 653 － 653 － 653

　（注）１　事業区分の方法

事業は、事業領域の特性を考慮して区分しております。

２　各事業区分に属する主要な製品等

鋼管事業　……………　電線管、溶接鋼管、引抜鋼管、その他

不動産賃貸事業　……　事務所等の賃貸

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は14,274百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

日本

（百万円）

米国

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 43,896 11,395 55,291 － 55,291

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － －

計 43,896 11,395 55,291 － 55,291

営業費用 41,381 11,070 52,452 － 52,452

営業利益 2,515 324 2,839 － 2,839

Ⅱ　資産 34,205 8,168 42,373 10,248 52,622

　（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　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は10,248百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

日本

（百万円）

米国

（百万円）

 中国

（百万円） 

計

（百万円）

消去又は　全

社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 50,233 15,899 365 66,499 － 66,499

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － － －

計 50,233 15,899 365 66,499 － 66,499

営業費用 46,276 14,951 459 61,686 － 61,686

営業利益(又は△営業損失) 3,957 948 △93 4,812 － 4,812

Ⅱ　資産 33,951 8,826 1,004 43,782 14,274 58,056

　（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　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は14,274百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

米国

Ⅰ　海外売上高（百万円） 11,395

Ⅱ　連結売上高（百万円） 55,291

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 20.6

　（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　海外売上高は、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。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

米国  中国 計 

Ⅰ　海外売上高（百万円） 15,899 365 16,265

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 66,499

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.9 0.6 24.5

　（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。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

親会社

住友金属

工業

（株）

大阪市

中央区
262,072

鋼板、鋼管

等の製造・

販売

被所有

直接

57.4％

１

当社製品

の販売並

びに仕入

売上高 4,355 売掛金 817

仕入高 9,245 買掛金 2,830

外注加工費他 3,552 未払費用 485

    

　　取引条件及び取引条件の決定方針等

①営業取引については、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

②取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

(2）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

親会社の

子会社

フソウ

ファイナ

ンス㈱

大阪市

中央区
10 金融業 なし なし

資金の貸

付

短期貸付 20,246
短期貸付

金
9,543

利息の受取 49 － －

　　取引条件及び取引条件の決定方針等

①利率は短期プライムレートをベースに合理的に決定しております。

②契約期限は平成17年９月30日でありますが、当社の申し出により随時返済を受けることができる契約となってお

ります。なお、担保は受け入れておりません。

当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

親会社

住友金属

工業

（株）

大阪市

中央区
262,072

鋼板、鋼管

等の製造・

販売

被所有

直接

57.4％

１

当社製品

の販売並

びに仕入

売上高 3,798 売掛金 533

仕入高 9,261 買掛金 2,687

外注加工費他 2,247 未払費用 370

    

　　取引条件及び取引条件の決定方針等

①営業取引については、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

②取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
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(2）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

親会社の

子会社

フソウ

ファイナ

ンス㈱

大阪市

中央区
10 金融業 なし なし

資金の貸

付

短期貸付 17,036
短期貸付

金
13,970

利息の受取 61 － －

　　取引条件及び取引条件の決定方針等

①利率は短期プライムレートをベースに合理的に決定しております。

②契約期限は平成18年９月30日でありますが、当社の申し出により随時返済を受けることができる契約となってお

ります。なお、担保は受け入れておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

１株当たり純資産額    855円61銭

１株当たり当期純利益金額   38円43銭

　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。

１株当たり純資産額       939円19銭

１株当たり当期純利益金額     79円72銭

　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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 1,256 2,605

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,256 2,605

普通株式の期中平均株式数（株） 32,693,408 32,688,207

（重要な後発事象）

前連結会計年度

（平成16年４月１日から

平成17年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

                    　当社は平成18年４月３日、松下電工株式会社と電線管事業を統合し、

新会社を設立しました。

１　事業統合の目的

　最新の製造設備を持つ当社の製造力と電設資材業界に幅広く代理店

網を持つ松下電工株式会社の販売力を組み合わせることでユーザーの

満足度をより高める商品やサービスの提供、効率的な経営を図り、事

業の強化を推進すること。

２　分割した事業内容及び規模

　鋼製電線管及びその関連製品に係る事業

　（株式会社エヌピー・エックを含む）

　売上高　　2,185百万円（平成18年３月期）

３　分割の形態

　分社型共同新設分割

４　新会社の名称

　松下電工ＳＰＴ株式会社

５　資本金額

　４億５千万円

６　出資比率

　当社　35%  松下電工株式会社  65%

なお、この分割により、平成19年３月期において、持分変動益が約４

億円発生する見込みです。
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５．販売の状況
販売実績 （単位：百万円）

摘要

前連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

増減

構成比 構成比 構成比

％ ％ ％

電線管 1,499 2.7 1,378 2.1 △121 △0.6

溶接鋼管 38,356 69.4 44,899 67.5 6,543 △1.9

引抜鋼管 11,654 21.1 15,801 23.8 4,146 2.7

商品その他 3,781 6.8 4,419 6.6 638 △0.2

合計 55,291 100.0 66,499 100.0 11,207 0.0
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