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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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９月中間期 31,591 △1.5 1,846 △28.3 1,843 △26.3

17年９月中間期 32,060 23.1 2,575 163.0 2,499 170.0

18年３月期 66,499 4,812 4,694

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 545 △62.7 16 68 －  

17年９月中間期 1,461 257.4 44 72 －  

18年３月期 2,605 79 72 －  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 14百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期32,685,103株 17年９月中間期32,689,448株 18年３月期32,688,207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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(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 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

18年９月中間期 57,846 32,359 53.7 949 95

17年９月中間期 55,992 29,482 52.7 901 93

18年３月期 58,056 30,698 52.9 939 19

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期32,684,268株 17年９月中間期32,687,880株 18年３月期32,685,693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９月中間期 1,567 △466 △737 14,526

17年９月中間期 1,081 △300 121 10,928

18年３月期 5,296 △592 △554 14,190

(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 ４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 ２社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ０社　 （除外） ３社 持分法（新規） ２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

通　期 63,500 3,600 1,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　45円89銭

※　上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来に関する仮定に基づき判断した見

通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化等により、上記予想数値と大幅に異

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）及び子会社４社並びに関連会社４社（そのうち重要な２社につきまし

ては、持分法を適用しております。）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。

　関連会社につきましては、鋼製電線管の製造及び販売を主たる事業としております。

　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。

　連結子会社及び持分法適用関連会社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

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

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 中国における機械構造用鋼管の製造並びに販売

松下電工ＳＰＴ株式会社
鋼製電線管、鋼製電線管付属品及び引込小柱等の製造並びに販

売

パナソニック電工スチールタイ株式会社 タイにおける電線管、引込小柱用原管等の製造並びに販売

　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 

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) 
株式会社三日市鋼管製造所 
日新管材株式会社 

（持分法適用関連会社） 
松下電工ＳＰＴ株式会社 

（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 

（持分法適用関連会社） 
パナソニック電工スチールタイ株式会社 

製
品
・
不
動
産
賃
貸 

製
品
・
加
工
委
託 

製
品 

製
品 

製
品 

製
品 

製
品 
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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。

　製造業の原点である「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課題と捉え、長期的

な視野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。

　中間配当金につきましては、上記の基本方針並びに収益の状況を勘案し、一株につき4円（平成18年3月期中間配

当金4円）とさせていただきました。なお期末配当金を合わせた年間配当金については、昨年並みの一株につき8円

とさせていただく予定ですが、最終的には今期の通期業績の見通しが判明した段階で決定いたします。

(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）投資単位の引き下げに関する基本方針

　当社株価の動向、投資単位の引き下げに伴う費用負担等を勘案し、引き続き慎重に検討していきたいと考えてい

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

株式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（連結子会社、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社と緊密な連携をとることで、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　品種別戦略

　当社の事業分野は、自動車・建機用鋼管、建材用鋼管、の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

　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。
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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９月30日現在）

親会社等 属性
親会社の議決権

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住友鋼管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住友鋼管の位置付け、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、当社の議決権の57％を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電縫溶接鋼

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電縫溶接鋼管の製造・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電縫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インチ電縫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。

・当社は、住友金属の金融子会社住金フィナンシャルサービス株式会社（旧社名　フソウファイナンス株式会社）

に短期資金の貸付を行っています。

・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６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、電縫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。
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３．経営成績及び財政状況

(1）当中間期の概況

　①国内の状況

　当上半期のわが国経済は、輸出好調を受けての民間需要に支えられた景気拡大が続いており、高度成長期の「い

ざなぎ景気」に並ぶ戦後最長の景気拡大となることが確実となっています。

　当社及び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、公共事業は依然低迷を続け

ておりますが、全体としては民間需要の回復を背景に昨年下半期の最悪期を脱したと思われます。また自動車・建

設機械分野は、海外の好景気に支えられ、依然高水準の需要を維持しております。

　この結果、当社及び当社グループ国内各社の生産・販売は順調に推移しております。また主要な原材料でありま

す熱延コイルの需給は比較的安定しており、価格面でも大きな変動はありませんでした。

　②海外の状況　

　ＳＴＩがありますアメリカに関しましては、経済成長のペースは減速してきておりますが、依然景気の拡大が続

いています。ＳＴＩの主要な販売先であります自動車産業に関しましては、国産車(Big３)の売れ行き不振があり、

自動車生産台数は前年比減少となる見込みですが、日系他外国ブランドの自動車の売れ行きは依然として好調を維

持しております。

　　　またＧＹＡがあります中国におきましては、自動車産業は依然高い成長を続けており、特にＧＹＡの主要なユー

ザーである日系自動車各社は、好調な生産を続けています。　　

　③連結業績の状況　　

　これらの結果、当上半期の連結売上高は、31,591百万円（前年同期比 469百万円減少）となりました。また連結

経常利益は、昨年上半期に計上した原材料価格の高騰による在庫評価上げの影響が今期なくなったことから、1,843

百万円（同656百万円減少）と減益を余儀なくされました。連結中間純利益は、平成16年３月期に計上した米国子会

社解散に伴う特別損失等に関し、国税当局から更正通知を受領したことにより、過年度法人税1,046百万円を計上し

たことから、545百万円（同916百万円減少）となりました。当社は本件更正通知に関し、今年９月末に国税不服審

判所に審査請求書を提出しており、現在審査中であります。なお今期は特別利益484百万円を計上しておりますが、

これは電線管事業の分割による持分変動利益345百万円を計上したこと、及び国税当局から更正通知を受領したこと

に伴う過年度損益修正128百万円を計上したこと等によります。

　④種類別セグメント別業績の状況

　　　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。

　・鋼管事業

　連結売上高は31,484百万円（同 31,957百万円、1.5%減）、連結営業利益は1,817百万円（同 2,527百万円、28.1%

減）となりました。

　・不動産賃貸事業

　連結売上高は107百万円（同 102百万円、4.3%増）、連結営業利益は29百万円（同 48百万円、38.6%減）となりま

した。

　⑤所在地別セグメント業績の状況　

　　　また、所在地別セグメント業績は次のとおりであります。

　・日本

　連結売上高は23,492百万円（同 24,440百万円、3.9%減）、連結営業利益は1,394百万円（同 2,056百万円、32.2%

減）となりました。

　・米国

　連結売上高は7,506百万円（同 7,576百万円、0.9%減）、連結営業利益は432百万円（同 581百万円、25.6%減）と

なりました。

　・中国

　連結売上高は592百万円（同 43百万円）、連結営業利益は19百万円（同 連結営業損失62百万円）となりました。

(2）平成18年度通期の見通し

　今下半期に関しましては、製品価格の維持向上に努めるとともに、合理化効果も織り込み、通期で、連結売上高

63,500百万円、連結経常利益3,600百万円となる見込みです。連結当期純利益については1,500百万円程度を確保致

したいと考えております。
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(3）財政状況…キャッシュ・フローの概況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動による減

少△466百万円及び財務活動による減少△737百万円がありましたが、営業活動によるキャッシュ・フローのプラス

1,567百万円があり、前連結会計年度末に比べ335百万円増加し、当中間連結会計期間末には14,526百万円となりま

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1,567百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益2,325百万円、

減価償却費の計上977百万円、仕入債務の増加2,123百万円等と、法人税等の支払による△3,134百万円等によるもの

です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、466百万円の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出448百万円等によるもの

です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、737百万円の減少となりました。これは短期借入金の返済による支出332百万円と長期借入金の

返済による支出271百万円及び配当金の支払による支出130百万円によるものです。

(4）キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期
平成19年３月期

中間期

株主資本比率（％） 38.1 53.2 52.7 53.7

時価ベースの株主資本比率（％） 18.8 30.6 42.9 33.1

債務償還年数（年） 0.8 1.7 3.9 2.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 40.7 19.0 16.0 18.9

（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うち利子を支払ってい

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」を使用しております。
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（5）事業のリスク

　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25%は、海外拠点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8,184百万円、連結総資産に占める比率は14%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、得意先からの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及び価格は、現在、比較的安

定しておりますが、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とるとともに、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、当事項は平成18年10月27日現在において判断したものであります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 217 352 219

２．受取手形及び売掛金 12,043 11,485 11,455

３．たな卸資産 11,243 10,546 11,212

４．繰延税金資産 369 303 410

５．短期貸付金 10,715 14,179 13,978

６．その他 730 477 467

７．貸倒引当金 △52 △55 △40

流動資産合計 35,267 63.0 37,290 64.5 37,701 64.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 ※２ 9,733 9,891 9,972

減価償却累計額 3,364 6,369 3,685 6,205 3,584 6,387

(2)機械装置及び運搬具 23,023 23,349 23,837

減価償却累計額 16,899 6,123 17,762 5,587 17,866 5,971

(3)工具器具及び備品 1,718 1,662 1,705

減価償却累計額 1,370 348 1,391 271 1,376 329

(4)土地 ※２ 5,938 5,940 5,942

(5)建設仮勘定 170 197 53

有形固定資産合計 18,950 33.8 18,203 31.5 18,683 32.2

２,無形固定資産 675 1.2 425 0.7 557 1.0

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 237 1,067 238

(2)賃貸用不動産 ※１ 778 762 769

(3)繰延税金資産 25 15 54

(4)その他 140 166 134

(5)貸倒引当金 △83 △83 △83

投資その他の資産合計 1,099 2.0 1,927 3.3 1,114 1.9

固定資産合計 20,725 37.0 20,556 35.5 20,355 35.1

資産合計 55,992 100.0 57,846 100.0 58,056 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

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 11,151 13,514 11,498

２．短期借入金 ※２ 2,459 2,018 2,401

３．１年以内返済予定の長期借
入金

※２ 542 378 512

４．未払金 1,640 1,924 1,962

５．未払法人税等 1,206 405 1,925

６．賞与引当金 374 399 418

７．その他 1,326 1,187 1,164

流動負債合計 18,701 33.4 19,828 34.3 19,882 34.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 1,170 842 1,017

２．繰延税金負債 4,091 3,918 3,943

３．退職給付引当金 1,321 886 1,237

４．連結調整勘定 14 - 9

５．負ののれん - 4 - 

６．その他 - 6 6

固定負債合計 6,597 11.8 5,658 9.8 6,213 10.7

負債合計 25,299 45.2 25,487 44.1 26,096 44.9

（少数株主持分）

少数株主持分 1,211 2.1 - - 1,262 2.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 4,801 8.6 - - 4,801 8.3

（資本の部）

Ⅱ　資本剰余金 3,880 6.9 - - 3,885 6.7

Ⅲ　利益剰余金 21,051 37.6 - - 22,060 38.0

Ⅳ　為替換算調整勘定 △245 △0.4 - - △40 △0.1

Ⅴ　自己株式 △7 △0.0 - - △8 △0.0

資本合計 29,482 52.7 - - 30,698 52.9

負債、少数株主持分及び資本
合計

55,992 100.0 - - 58,056 100.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１.　資本金 - - 4,801 8.3 - - 

　２.　資本剰余金 - - 3,885 6.7 - - 

　３.　利益剰余金 - - 22,474 38.8 - - 

　４.　自己株式 - - △9 △0.0 - - 

　　株主資本合計 - - 31,152 53.8 - - 

Ⅱ　評価・換算差額等

　１.　為替換算調整勘定 - - △104 △0.2 - - 

　　評価・換算差額等合計 - - △104 △0.2 - - 

Ⅲ　少数株主持分 - - 1,311 2.3 - - 

　　純資産合計 - - 32,359 55.9 - - 

　　負債及び純資産合計 - - 57,846 100.0 - - 
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 32,060 100.0 31,591 100.0 66,499 100.0

Ⅱ　売上原価 26,596 83.0 27,176 86.0 55,913 84.1

売上総利益 5,464 17.0 4,414 14.0 10,585 15.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,888 9.0 2,567 8.1 5,773 8.7

営業利益 2,575 8.0 1,846 5.9 4,812 7.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 32 37 70

２．受取配当金 23 20 23

３．受取賃貸料 40 64 82

４．法人税等還付加算金 17 6 17

５．未払金精算益 24 - 26

６．その他 12 150 0.5 42 171 0.5 58 278 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 67 83 158

２．受取賃貸料費用 25 36 42

３．開業費償却 99  - 109

４．固定資産除却損 - 23 -

５．売掛債権売却損 - 22 -

６．その他 34 227 0.7 8 174 0.6 85 395 0.5

経常利益 2,499 7.8 1,843 5.8 4,694 7.1

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 57 - 57

２．持分変動利益  - 345 - 

３．過年度損益修正 ※３  -   128   -   

４．貸倒引当金戻入額   - 57 0.2 9 484 1.5 - 57 0.0

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券評価損 - 1 - 

２．持分変動損失 2 2 0.0 - 1 0.0 2 2 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益
 

2,553 8.0 2,325 7.3 4,749 7.1

法人税,住民税及び事業税 1,318 572 2,598

過年度法人税等 ※４  - 1,046 -

法人税等調整額 △227 1,091 3.4 93 1,712 5.4 △481 2,116 3.2

少数株主利益（減算） 0 0.0 68 0.2 26 0.0

中間（当期）純利益 1,461 4.6 545 1.7 2,605 3.9
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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 3,880 3,880

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．連結子会社合併によ
る資本剰余金増加高

- - 5 5

Ⅲ　資本剰余金中間期末（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 19,688 19,688

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 1,461 1,461 2,605 2,605

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 98 228

２．連結子会社合併によ
る利益剰余金減少高

- 98 5 233

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

21,051 22,060

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　　至　平成18年９月30日）

株主資本

評価換算

差額等

資本金

資本

剰余金

利益

剰余金 自己株式

株主資本

合計

為替換算

調整勘定

少数株主

持分

純資産合

計

平成18年３月31日　残高（百万円） 4,801 3,885 22,060 △8 30,738 △40 1,262 31,960

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当（注） △130 △130 △130

　中間純利益 545 545 545

　自己株式の取得 △0 △0 △0

　株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） △63 48 △14

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円） 414 △0 413 △63 48 398

平成18年９月30日　残高（百万円） 4,801 3,885 22,474 △9 31,152 △104 1,311 32,359

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

 至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

 至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計

算書

（自　平成17年４月１日

 至　平成18年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 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

税金等調整前中間（当期）純利益 2,553 2,325 4,749

減価償却費 1,014 977 2,121

連結調整勘定償却 △4 － △9

負ののれんの償却額 － △4 －

開業費償却 99 － 109

退職給付引当金の増減額(減少：△) △74 △344 △158

貸倒引当金の増減額(減少：△) 41 16 26

賞与引当金の増減額(減少：△) △9 △19 34

受取利息及び受取配当金 △55 △58 △93

支払利息 67 83 158

持分変動利益 － △345 －

持分法による投資利益 － △14 －

有形固定資産売却益 △57 － △57

過年度損益修正 － △128 －

有形固定資産除却損 12 23 36

売上債権の増減額(増加：△) △1,432 △31 △749

たな卸資産の増減額(増加：△) △1,245 293 △1,151

その他流動資産の増減額(増加：△) 446 △33 660

仕入債務の増減額(減少：△) 467 2,123 891

その他流動負債の増減額(減少：△) △372 △105 △277

その他固定負債の増減額(減少：△) △162 － △156

その他 △18 △31 △657

小計 1,269 4,726 5,476

利息及び配当金の受取額 55 58 93

利息の支払額 △67 △83 △158

法人税等の支払額 △176 △3,134 △116

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,081 1,567 5,296

Ⅱ　投資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 △412 △448 △707

無形固定資産の取得による支出 △2 △7 △21

有形固定資産の売却による収入 68 － 68

その他 46 △10 68

投資活動によるキャッシュ・フロー △300 △466 △592

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：△) 412 △332 231

長期借入金の返済による支出 △290 △271 △604

少数株主からの払込による収入 100 － 100

配当金の支払額 △98 △130 △230

少数株主への配当金の支払額 △1 △2 △48

自己株式取得による支出 △1 △0 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 121 △737 △554

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 12 △1 27

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 914 361 4,176

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 10,009 14,190 10,009

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 4 － 4

Ⅷ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 － △25 －

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 10,928 14,526 14,190
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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中間

連結会計期間より連結の

範囲に含めております。

　連結子会社は株式会社

三日市鋼管製造所、日新

管材株式会社、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４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

した株式会社エヌピー・

エック及び日東金属工業

株式会社は、平成18年４

月３日に設立した松下電

工ＳＰＴ株式会社への承

継に伴い除外しておりま

す。

  前連結会計年度まで連

結の範囲に含めておりま

した日パイ興産株式会社

は、平成17年12月31日に

当社と合併いたしました

ので除外しております。

　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

日市鋼管製造所及びシー

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 　該当事項はありません。 　当連結会計期間に関連

会社となった松下電工Ｓ

ＰＴ株式会社及びパナソ

ニック電工スチールタイ

株式会社の２社に持分法

を適用しております。

　なお、持分法を適用し

ていない関連会社（株式

会社エヌピー・エック及

び日東金属工業株式会

社）は、それぞれ中間純

利益（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

も中間連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適

用範囲から除外しており

ます。

 

　該当事項はありません。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）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・インク及び広州友日

汽車配件有限公司の中間

決算日は６月30日であり

ます。中間連結財務諸表

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

他の連結子会社の中間期

末日は、中間連結決算日

と同一であります。

　なお、中間連結決算日

との間に発生した重要な

取引については、連結上

必要な調整を行っており

ます。

　　　　同左 　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．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。

　　　───── 　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

５．負ののれんの償却に関する事

項

　　　───── 　負ののれんの償却につ

いては、５年間の均等償

却を行っております。

　　　

　　　─────

 　   

 

６．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

(a）時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

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。

その他有価証券

(a）時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

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。

その他有価証券

(a）時価のあるもの

決算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。

(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

(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、主

として先入先出法による

低価法

　　　　同左

 

 

　　　　同左

 

 

 

 

　　　　同左

 

 

　　　　同左

 

 

　　　　同左

 

 

 

 

　　　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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。

　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

　14年～47年

同左 　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

 　機械装置及び運搬具

　10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

(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 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 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 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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

見込額のうち当中間連結

会計期間が負担すべき額

を計上しております。

同左 　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。

(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

額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生

していると認められる額

を計上しております。

　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。

同左 　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又は負

債の本邦通貨への換算の基

準

　外貨建金銭債権債務は

中間決算日の直物為替相

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、中間決

算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。

　外貨建金銭債権債務は

中間決算日の直物為替相

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、中間決

算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めて計上

しております。

　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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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 同左

(6）その他中間連結財務諸表（連

結財務諸表）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 　消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。

同左 同左

(ロ）繰延資産の処理方法  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。

　　　─────  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．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（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 同左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、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。

─────

　

（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。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、31,048百万円であります。

  なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

─────

───── （企業結合に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年12月27日　企業会計基

準第７号）並びに「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」（企業会計基準委員会　平成17

年12月27日　企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。

─────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

───── （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において、営業外費用「その他」に

含めて表示しておりました「固定資産除却損」および「売

掛債権売却損」は、営業外費用の合計額の100分の10を超

えたため、区分掲記しました。なお、前中間連結会計期間

の営業外費用「その他」に含まれる「固定資産除却損」は

12百万円、「売掛債権売却損」は13百万円です。

───── （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負のの

れん」として表示しております。

───── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却」と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負

ののれん償却額」として表示しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　賃貸用不動産の内訳 ※１　賃貸用不動産の内訳 ※１　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

   737百万円

土地     21百万円

建物  1,507百万円

建物減価償
却累計額

   766百万円

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

※２　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）

※２　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）

※２　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）

建物及び構
築物

   70百万円

土地 1,542百万円

計 1,612百万円

建物及び構
築物

   70百万円

土地 1,542百万円

計 1,612百万円

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 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

  218百万円

長期借入金   829百万円

計 1,148百万円

短期借入金   120百万円

１年以内返
済予定の長
期借入金

  192百万円

長期借入金   672百万円

計   984百万円

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

　３．受取手形譲渡高    96百万円 　３．受取手形譲渡高     5百万円 　３．受取手形譲渡高  105百万円

　４．債権流動化に伴

う買戻限度額

  619百万円 　４．債権流動化に伴

う買戻限度額

  689百万円 　４．債権流動化に伴う

買戻限度額

 699百万円

 ５.偶発債務

　　　　　　─────

 ５.偶発債務

　　　　　　─────

 ５．偶発債務

米国子会社解散に伴う経理処理

等に関し、関東信越国税局より

法人税の申告漏れを指摘されて

おります。更正処分見込額に関

連し、平成18年３月期決算に反

映させていないものは、法人税、

住民税、事業税で約10億円であ

ります。

当社といたしましては、更正通

知受領後、対応方針を検討する

予定でありますが、現在判明し

ている情報では、国税当局の指

摘は、当社と異なる見解に基づ

くものでありますので反論して

いく意向であります。

 ６.中間連結会計期間末日満期手形

　　　　　　─────

 ６．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、当中間

連結会計期間の末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済

されたものとして処理しており

ます。当中間連結会計期間末日

満期手形の金額は、次のとおり

であります。

　６.連結会計年度末日満期手形

　　　　　  ─────

　  　　　支払手形    ５百万円 　  

－ 20 －



（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　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。

※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 1,191百万円

給料及び賃金   410百万円

賞与引当金繰
入額

  69百万円

貸倒引当金繰
入額

   14百万円

退職給付費用    70百万円

売上品発送費 1,131百万円

給料及び賃金   448百万円

賞与引当金繰
入額

  88百万円

貸倒引当金繰
入額

  0百万円

退職給付費用    30百万円

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    97百万円

※２　固定資産売却益の内訳 ※２ ※２　固定資産売却益の内訳

土地   45百万円

借地権  11百万円

計   57百万円

　　　　　───── 土地    45百万円

借地権   11百万円

計    57百万円

※３ ※３　過年度損益修正の内訳 ※３

　　　　　　　───── 　税務調査により、過年度において費

用処理した固定資産の、取得価額に算

入すべきと指摘された金額を計上いた

しました。

建物及び構築
物

   27百万円

機械装置及び
運搬具

  100百万円

工具器具及び
備品

   1百万円

計   128百万円

　　　　　　　─────

※４ ※４　過年度法人税等の内容 ※４

　　　　　　　───── 　平成16年３月期に計上した米国子会

社解散に伴う特別損失等に関する更正

に係る法人税等であります。

　　　　　　　─────
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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中間期末

残高と中間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

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預
金

   217百万円

短期貸付金  10,710百万円

現金及び現
金同等物

 10,928百万円

現金及び預
金

   352百万円

短期貸付金  14,173百万円

現金及び現
金同等物

14,526百万円

現金及び預
金

  219百万円

短期貸付金 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。

（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。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間　（自　平成18年４月１日　　至　平成18年９月30日)

　　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 32,710,436 － － 32,710,436

合計 32,710,436 － － 32,710,436

自己株式

普通株式（注） 24,743 1,425 － 26,168

合計 24,743 1,425 － 26,168

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,425株は単元未満株式の買取による増加であります。

　　２.配当に関する事項

　　（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 130 4 平成18年３月31日 平成18年６月30日

　　（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月27日

取締役会
普通株式 130  利益剰余金 4 平成18年９月30日 平成18年12月４日
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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を省略しております。

②　有価証券

（前中間連結会計期間末）

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．時価評価されていない有価証券の主な内容

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

中間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

（当中間連結会計期間末）

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．時価評価されていない有価証券の主な内容

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間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 229

（前連結会計年度末）

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．時価評価されていない有価証券の主な内容

前連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

固定資産に属するもの　　非上場株式 238

③　デリバティブ取引

（前中間連結会計期間）（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

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

（当中間連結会計期間）（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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

（前連結会計年度）（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ないため、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 31,957 102 32,060 - 32,060

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

- - - - - 

計 31,957 102 32,060 - 32,060

営業費用 29,430 54 29,484 - 29,484

営業利益 2,527 48 2,575 - 2,575

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 31,484 107 31,591 - 31,591

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

- - - - - 

計 31,484 107 31,591 - 31,591

営業費用 29,666 77 29,744 - 29,744

営業利益 1,817 29 1,846 - 1,846

前連結会計年度（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）

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

　（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。

　（注）２．各事業区分に属する主要な製品等

鋼管事業 …………… 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
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 24,440 7,576 43 32,060 - 32,060

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

- - - - - - 

計 24,440 7,576 43 32,060 - 32,060

営業費用 22,384 6,995 105 29,484 - 29,484

営業利益（又は△営業損失） 2,056 581 △62 2,575 - 2,575

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 23,492 7,506 592 31,591 - 31,591

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

- - - - - - 

計 23,492 7,506 592 31,591 - 31,591

営業費用 22,097 7,074 572 29,744 - 29,744

営業利益 1,394 432 19 1,846 - 1,846

前連結会計年度（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）

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

（注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

米国  中国 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 7,576 43 7,620

Ⅱ．連結売上高（百万円）  - - 32,060

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.6 0.2 23.8
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当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

米国  中国 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 7,506 592 8,099

Ⅱ．連結売上高（百万円）     - - 31,591

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.8 1.9 25.6

前連結会計年度（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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　　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。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
 至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 901円93銭

１株当たり中間純利益金
額

  44円72銭

１株当たり純資産額 949円95銭

１株当たり中間純利益金
額

  16円68銭

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

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

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。

　同左 　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株当たり中間（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。

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 1,461 545 2,605

普通株主に帰属しない金額（百万円） - - - 

普通株式に係る中間（当期）純利益 金
額（百万円）

1,461 545 2,605

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,689 32,685 32,688

－ 26 －



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
 至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日）

前連結会計期間
（自　平成17年４月１日
 至　平成18年３月31日）

　当社は平成17年10月28日開催の取締

役会において、松下電工株式会社と電

線管事業を統合し新会社を設立する旨

を決議しております。

 

１.事業統合の目的

───────

 

 

 

 

 

　当社は平成17年10月28日開催の取締

役会において、松下電工株式会社と電

線管事業を統合し新会社を設立する旨

を決議しております。

 

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。

  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.分割する事業内容及び規模  ２.分割する事業内容及び規模

  鋼製電線管及びその関連製品に係る

事業   

  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)

  売上高　約26億円(前連結会計年度)     (株式会社エヌピー・エックを含む)

３.分割の形態  ３.分割の形態

  分社型共同新設分割    分社型共同新設分割

４.新会社の名称  ４.新会社の名称

  松下電工エスピーティ株式会社（仮

称）

   松下電工ＳＰＴ株式会社

５.新会社の設立予定日  ５.資本金額

  平成18年４月１日     ４億５千万円

６.資本金額  ６.出資比率

  ４億５千万円（予定）    当社　35%　松下電工株式会社　65%

７.予定出資比率

  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．中間販売の状況
中間販売実績 （単位：百万円）

事業区分
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日）

増　　減
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日）

構成比 構成比 構成比

％ ％ ％ ％

鋼管事業        

電線管 684 2.2 － － △2.2 1,378 2.1

溶接鋼管 21,904 68.3 21,913 69.3 1.1 44,899 67.5

引抜鋼管 7,414 23.1 7,847 24.9 1.7 15,801 23.7

商品 1,834 5.7 1,673 5.3 △0.4 3,960 6.0

その他 121 0.4 49 0.2 △0.2 248 0.4

計 31,957 99.7 31,484 99.7 △0.0 66,288 99.7

不動産賃貸事業 102 0.3 107 0.3 0.0 211 0.3

合計 32,060 100.0 31,591 100.0 0.0 66,499 100.0
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