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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(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 ％

19年３月期 65,886 △0.9 4,260 △11.5 4,386 △6.6 1,894 △27.3

18年３月期 66,499 20.3 4,812 69.5 4,694 68.8 2,605 107.4

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 ％ ％ ％

19年３月期 57 96 － － 6.0 7.6 6.5

18年３月期 79 72 － － 8.9 8.5 7.2

（参考）持分法投資損益 19年３月期 96百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 57,203 33,825 56.7 992 20

18年３月期 58,056 30,698 52.9 939 19

（参考）自己資本 19年３月期 32,428百万円 18年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年３月期 1,925 △714 △1,472 13,905

18年３月期 5,296 △592 △554 14,190

２．配当の状況

 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配
当率（連
結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 4 00 4 00 8 00 261 10.0 0.9

19年３月期(予定) 4 00 4 00 8 00 261 13.8 0.8

20年３月期(予想) 4 00 4 00 8 00 － 10.9 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 32,000 1.3 2,000 8.3 2,000 8.5 1,100 101.7 33 65

通期 65,000 △1.3 4,300 0.9 4,400 0.3 2,400 26.7 73 43
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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）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、17ページ「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）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 32,710,436株 18年３月期 32,710,436株

②　期末自己株式数 19年３月期 27,257株 18年３月期 24,743株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(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 ％

19年３月期 47,197 △2.0 3,103 △18.8 3,442 △16.9 1,117 △54.8

18年３月期 48,151 15.2 3,821 66.7 4,142 72.0 2,474 111.1

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

19年３月期 34 19 － －

18年３月期 75 69 － －

(2）個別財政状態

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

19年３月期 48,353 30,576 63.2 935 53

18年３月期 48,986 29,721 60.7 909 33

（参考）自己資本 19年３月期 30,576百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 23,000 2.4 1,330 △0.0 1,400 △0.0 800 － 24 48

通期 47,200 0.0 3,100 △0.1 3,400 △1.2 2,000 79.0 61 19

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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３ページを参照してください。

※　平成19年３月期の配当金に関する事項

平成19年３月期の配当金に関しましては平成19年５月24日の取締役会にて決議する予定です。
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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

・国内の状況

当連結会計年度における国内経済は、企業収益の改善による設備投資の増、好調な海外需要と円安に支えられた輸出

拡大等により、「いざなぎ景気」を超える戦後最長の景気拡大となりました。

　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、公共事業が引き続き低迷しま

したが、民間需要は最悪期を脱しており、全体としては回復基調で推移しました。また自動車・建設機械分野は、海

外での販売増に支えられ、昨年に引き続き高水準の国内生産を維持しました。

　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、数量面ではほぼ前年並みとなりま

した。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、製品価格面でも大きな変動はありませ

んでした。

・海外の状況　

　当社の主要な連結子会社シーモア・チュービング・インク（以下ＳＴＩ）がありますアメリカに関しましては、住

宅市場の調整、自動車産業の低迷等、景気下ぶれ要因を抱えてはいますが、全体としては景気は順調に推移しました。

ＳＴＩの主要な販売先であります、自動車産業に関しましては、国産車(Big３)は、前年比減少となりましたが、日系

他外国ブランドの自動車の売れ行きは好調を維持し前年比増加となりました。

　また広州友日汽車配件有限公司（以下ＧＹＡ）があります中国に関しましては、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。 　　

 ・連結業績の状況

　これらの結果、当期の連結売上高は、65,886百万円（前年同期比612百万円減少）となりました。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、4,386百万円（前年同

期比307百万円減少）と減益を余儀なくされました。また連結当期純利益は、平成16年度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、過年度法人税等1,049百万円を計上したため、

1,894百万円（前年同期比711百万円減少）となりました。当社は本件更正通知に関し昨年９月末に国税不服審判所に

対し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474百万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によります。　

・種類別セグメント業績の状況

　　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65,670百万円、連結営業利益は4,177百万円となりました。

（不動産事業）

　連結売上高は215百万円、連結営業利益は83百万円となりました。

・所在地別セグメント業績の状況

    なお、事業の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49,355百万円、連結営業利益は3,283百万円となりました。

（米国）

  連結売上高は15,061百万円、連結営業利益は875百万円となりました。

（中国）

　連結売上高は1,469百万円、連結営業利益は102百万円となりました。

②次期の見通し

　次期の当社を取り巻く経営環境に関しましては、土木・建設分野、自動車・建設機械分野とも当期に比し大きな変

動はないものと見ております。また当社業績に大きな影響を持つ原材料価格（コイル価格）の動向が不透明ですが、

次期業績見通しに関しては、原材料価格の大きな変動がないことを前提に作成しております。

　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り組むとともに、適正な製品価格の維持に

も全力で取り組んでまいります。

　次期は、連結売上高65,000百万円、連結営業利益4,300百万円、連結経常利益4,400百万円、連結当期純利益は2,400

百万円を確保いたしたいと考えております。 
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(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産につきましては、57,203百万円となり、前連結会計年度末に比べ853百万円減少いたしま

した。これは、前連結会計年度末に比べ流動資産が620百万円、有形固定資産が902百万円、それぞれ減少し、投資そ

の他の資産が926百万円増加したこと等によります。なお、有形固定資産の減少は主には減価償却の進行によるもので

あり、投資その他の資産の増加は、当連結会計年度から関連会社となった松下電工ＳＰＴ株式会社への投資等による

ものであります。　

　当連結会計年度末の負債につきましては、23,378百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,718百万円減少いたしま

した。これは、子会社の借入金の圧縮（前年同期比で短期借入金は616百万円、長期借入金は272百万円、それぞれ減

少）、法人税等の支払による未払法人税等の減少（前年同期比1,740百万円減少）及び退職給付引当金の減少（前年同

期比644百万円減少）等によるものです。なお、退職給付引当金の減少は、主には過去勤務債務の償却割合を引上げた

ことに伴うものであります。

　当連結会計年度末の少数株主持分を含めた純資産につきましては、33,825百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,865百万円増加いたしました。これにつきましては、配当金の支払により261百万円の減少したものの、当期純利益

の計上により1,894百万円、為替レートが前連結会計年度に比べ円安となったことから為替換算調整勘定が99百万円増

加したことによるものであります。

 ②キャッシュフローの状況

 　当連結会計年度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、営業活動によるキャッ

シュ・フローの増加1,925百万円がありましたが、投資活動によるキャッシュ・フローの減少714百万円及び財務活動

によるキャッシュ・フローの減少1,472百万円等があり、前連結会計年度末に比べ285百万円減少し、13,905百万円と

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1,925百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,816百万円、減

価償却費の計上1,997百万円の増加があるものの、退職給付引当金の減少637百万円及び法人税等の支払による4,320百

万円等の減少によるものです。

・投資活動によるキャッシュフロー

  投資活動の結果、資金は714百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出741百万円等

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、資金は1,472百万円の減少となりました。これは主に、借入金の圧縮及び配当金の支払によるもの

等であります。
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（参考）キャッシュフロー関連指標の推移

 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

 自己資本比率（％） 49.8 53.2 52.9 56.7

 時価ベースの自己資本比率（％） 18.8 30.6 43.8 48.9

 債務償還年数（年） 0.8 1.7 0.7 1.5

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 40.7 19.0 33.5 18.3

 （算出方法）

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

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×期末発行済株式総額（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。

(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、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考え、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。

　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。　
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２．企業集団の状況
　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け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 

 

 

（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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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、（2）目標とする経営指標、（3）中長期的な会社の経営戦略

  以上の３項目につきましては、平成19年３月期中間決算短信（平成18年10月27日開示）により開示を行った内容か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

  当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.sumitomokokan.co.jp

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(4）会社の対処すべき課題 

  主要原材料の熱延コイルについては、今後とも価格の上昇が予想されるとともに、量の確保についても、一層難しく

なってくると思われます。当面の当社の課題は安価なコイルを安定的に確保することにあります。また原材料価格アッ

プ、特に合金鉄の急激な値上がりの影響を受けるステンレスコイルの価格高騰をコストダウンと販売価格への転嫁で吸

収していくことが最重要経営課題と認識しております。

　また中長期的には、国内におきましては、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

械分野についても、長期的には生産拠点の海外移転の進展、国内向け販売の低迷等により、国内需要が大幅に増加する

可能性は低いと思われることから、引き続き間接部門の削減ほかスリム化を中心とする経営合理化を進めております。

　海外におきましては、アメリカにおける当社連結子会社でありますシーモア・チュービング・インク、当社の親会社

であります住友金属工業株式会社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。

　自動車産業の急成長が見込まれている中国については、平成15年11月、現地に進出した日系自動車会社と部品会社へ

向けて、高品質な自動車用溶接鋼管を供給することを目的として、広州市に新会社を設立しました。平成17年１月から

営業生産を開始しており、順調に操業を続けております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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 219 13

２　受取手形及び売掛金 ※８ 11,455 11,961

３　たな卸資産 11,212 10,595

４　繰延税金資産 410 263

５　短期貸付金 13,978 13,897

６　未収還付法人税等 － 21

７　その他 467 352

　　　貸倒引当金 △40 △24

流動資産合計 37,701 64.9 37,081 64.8

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ※２ 9,972 10,062

 減価償却累計額  3,584 6,387 3,883 6,179

(2) 機械装置及び運搬具 23,837 23,680

 減価償却累計額 17,866 5,971 18,457 5,223

(3) 工具器具及び備品 1,705 1,687

 減価償却累計額 1,376 329 1,451 236

(4) 土地 ※２  5,942  5,942

(5) 建設仮勘定  53  198

有形固定資産合計 18,683 32.2 17,781 31.1

２　無形固定資産 557 1.0 299 0.5

３　投資その他の資産

(1) 投資有価証券 238 1,204

(2) 賃貸用不動産 ※１ 769 746

(3) 繰延税金資産 54 11

(4) その他 134 78

　  　貸倒引当金 △83 △0

投資その他の資産合計 1,114 1.9 2,040 3.6

固定資産合計 20,355 35.1 20,121 35.2

資産合計 58,056 100.0 57,203 100.0
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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 ※８ 11,498 12,287

２　短期借入金 ※２ 2,401 1,785

３　１年以内返済予定の長期借入金 ※２ 512 281

４　未払金 1,962 1,937

５　未払法人税等 1,925 184

６　賞与引当金 418 443

７　その他  1,164 1,128

流動負債合計 19,882 34.2 18,047 31.6

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 1,017 744

２　繰延税金負債 3,943 3,925

３　退職給付引当金 1,237 593

４　役員退職慰労引当金 － 55

５　連結調整勘定 9 －

６　その他 6 11

固定負債合計 6,213 10.7 5,330 9.3

負債合計 26,096 44.9 23,378 40.9

（少数株主持分）

少数株主持分 1,262 2.2 － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金  4,801 8.3 － －

Ⅱ　資本剰余金 3,885 6.7 － －

Ⅲ　利益剰余金 22,060 38.0 － －

Ⅳ　為替換算調整勘定 △40 △0.1 － －

Ⅴ　自己株式  △8 △0.0 － －

資本合計 30,698 52.9 － －

負債、少数株主持分及び資本合計 58,056 100.0 － －
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  4,801 8.4

２　資本剰余金   － －  3,885 6.8

３　利益剰余金   － －  23,693 41.4

４　自己株式   － －  △10 △0.0

株主資本合計   － －  32,369 56.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　為替換算調整勘定   － －  58 0.1

評価・換算差額等合計   － －  58 0.1

Ⅲ　少数株主持分   － －  1,397 2.4

純資産合計   － －  33,825 59.1

負債純資産合計   － －  57,203 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19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 66,499 100.0 65,886 100.0

Ⅱ　売上原価 55,913 84.1 56,209 85.3

売上総利益 10,585 15.9 9,676 14.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１,２ 5,773 8.7 5,416 8.2

営業利益 4,812 7.2 4,260 6.5

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 70 84

２　受取配当金 23 20

３　受取賃貸料 82 128

４　持分法による投資利益 － 96

５　未払金精算益 － 46

６　その他 102 278 0.4 80 457 0.7

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 158 174

２　受取賃貸料費用 42 66

３　開業費償却 109 －

４　売掛債権売却損 － 52

５　その他 85 395 0.5 37 331 0.5

経常利益 4,694 7.1 4,386 6.7

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※３ 57 －

２　持分変動利益 － 345

３　過年度損益修正 ※４ － 57 0.0 128 474 0.7

Ⅶ　特別損失

１　役員退職慰労引当金繰入額  － 42

２　投資有価証券評価損 － 1

３　持分変動損失 2 2 0.0 － 44 0.1

税金等調整前当期純利益 4,749 7.1 4,816 7.3

法人税、住民税及び事業税 2,598 1,582

過年度法人税等 ※５ － 1,049

法人税等調整額 △481 2,116 3.2 127 2,760 4.2

少数株主利益（減算） 26 0.0 162 0.2

当期純利益 2,605 3.9 1,894 2.9

住友鋼管㈱ (5457) 平成 19 年 3 月期 決算短信

－ 11 －



(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（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）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 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　資本剰余金期末残高 3,885

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高  19,688

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　当期純利益 2,605 2,605

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 228

２　連結子会社合併による利益剰余
金減少高

5 233

Ⅳ　利益剰余金期末残高 22,060

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成18年4月１日　　至　平成19年3月31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

 連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当（注） △130 △130 △130

　剰余金の配当（中間配当） △130 △130 △130

　当期純利益 1,894 1,894 1,894

　自己株式の取得 △1 △1 △1

　株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） － 99 134 233

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) － － 1,632 △1 1,631 99 134 1,865

平成19年3月31日残高

(百万円) 4,801 3,885 23,693 △10 32,369 58 1,397 33,825

(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）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19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 4,749 4,816

減価償却費 2,121 1,997

連結調整勘定償却 △9 －

負ののれん償却額 － △9

開業費償却 109 －

退職給付引当金の増減額（減少：△） △158 △637

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） － 55

貸倒引当金の増減額（減少：△） 26 △100

賞与引当金の増減額（減少：△） 34 24

受取利息及び受取配当金 △93 △105

支払利息 158 174

持分変動利益 － △345

持分法による投資利益 － △96

固定資産売却益 △57 －

過年度損益修正 － △128

有形固定資産除却損 36 24

売上債権の増減額（増加：△） △749 △285

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,151 315

その他流動資産の増減額（増加：△） 660 9

仕入債務の増減額（減少：△） 891 936

その他流動負債の増減額（減少：△） △277 △104

その他固定負債の増減額（減少：△） △156 5

その他 △657 △290

小計 5,476 6,256

利息及び配当金の受取額 93 105

利息の支払額 △158 △174

法人税等の支払額 △116 △4,320

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,296 1,925

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 △707 △741

無形固定資産の取得による支出 △21 △21

その他 136 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △592 △714

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：△) 231 △642

長期借入金の返済による支出 △604 △516

少数株主からの払込による収入 100 －

配当金の支払額 △230 △264

少数株主への配当金の支払額 △48 △47

自己株式取得による支出 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △554 △1,472

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 27 3

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 4,176 △258

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 10,009 14,190

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 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期末残高 14,190 13,905
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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17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19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

当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。

　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。

２　持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 　当連結会計年度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、それぞれ当期純利益（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。

　なお、日東金属工業株式会社は平成18年10月１

日に株式会社エヌピー・エックと合併いたしまし

た。

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。

同左

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

　期末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。

(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
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項目

前連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで）

(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

(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

(ニ）役員退職慰労引当金 ────────────── 　当社は役員の退職慰労金の支払に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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項目

前連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで）

(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。

　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。

(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

　(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。

────────────── 

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。

────────────── 

７　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。

８　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。

────────────── 

９　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
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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の変更

前連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19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。

────────────── 

 

 

 

 

 

────────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

 当連結会計年度より、「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、32,428百万円であり

ます。

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の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)

 当連結会計年度より、「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

会計基準第７号　平成17年12月27日）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」（企業会計基準適用指針第10

号　平成17年12月27日）を適用しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで）

──────────────

 

 

 （連結損益計算書)

　連結会計年度において、営業外収益「その他」に含めて表示してお

りました「未払金精算益」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「未払金精算益」は26百万円であります。

　連結会計年度において、営業外費用「その他」に含めて表示してお

りました「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、前連結会計年度の営業外費用「そ

の他」に含まれる「売掛債権売却損」は29百万円であります。

──────────────

 

 

 （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、当連結会計年度から「負ののれん償却額」として表示し

ております。

追加情報

前連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで）

──────────────   係争等に関する事項

　当社は、平成18年８月１日、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に係る更正通知書を受領致しました。

　当社は、地方税を含めた追徴課税のうち平成18年３月期決算に反映

させていないものを当連結会計年度の連結損益計算書の過年度法人税

等として計上しておりますが、米国子会社解散に伴う経理処理に関す

る更正処分を不服と考えており、平成18年９月25日、関東信越国税不

服審判所へ審査請求書を提出し、現在審査中であります。
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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18年３月31日）

当連結会計年度

（平成19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

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

土地 21百万円

建物 1,507百万円

建物減価償却累計額 781百万円

※２　担保資産及び担保付債務  ※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） 担保に供している資産の額（簿価）

建物及び構築物 73百万円

土地 1,542百万円

                  計 1,615百万円

建物及び構築物 67百万円

土地 1,542百万円

                  計 1,609百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 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

短期借入金 50百万円

１年以内返済予定の長期借入金 198百万円

長期借入金 595百万円

                  計 844百万円

３　受取手形譲渡高 105百万円 　 ３　　　　　　 ────────────────

４　債権流動化に伴う買戻限度額 699百万円 ４　債権流動化に伴う買戻限度額 752百万円

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。

   ５             ────────────────

※６　当社の発行済株式総数は、普通株式32,710,436株であります。 　　６　　　　　　────────────────

※７　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。

────────────────

　　７　　　　　　────────────────

 

　 ※８　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計

年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行なわ

れたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手

形の金額は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　受取手形　　　　 8百万円

　　　　　　　　　　　　　　  支払手形　　　　29百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19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 2,454百万円

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

売上品発送費 2,415百万円

給料及び賃金 896百万円

賞与引当金繰入額 96百万円

貸倒引当金繰入額 14百万円

退職給付費用 57百万円

役員退職慰労引当金繰入額 12百万円

※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。

153百万円 83百万円

※３  固定資産売却益の内訳 ※３  　　　　　　　───────────

土地 45百万円

借地権 11百万円

計 57百万円

   

   

   

※４　　　　　　　──────────────

 

 

 

 

 

 

※５　　　　　　　──────────────

 

 

 

※４  過年度損益修正の内訳

　　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

　　　　　　工具器具及備品　　　　　　　　　　　　　 1百万円
　　　　　　────────────────────────
　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128百万円

※５　過年度法人税等の内容

　　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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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

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）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
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 2,514 － 27,257

合計 24,743 2,514 － 27,257

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,514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

平成18年10月27日

取締役会
普通株式 130 4 平成18年９月30日 平成18年12月４日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　次のとおり、決議を予定しております。

（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19年５月24日

取締役会
普通株式 130 利益剰余金 4 平成19年３月31日 平成19年６月11日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19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 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

現金及び預金 13百万円

短期貸付金（注） 13,891百万円

現金及び現金同等物 13,905百万円

（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。

（リース取引関係）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

　なお、当該注記事項に関しては、平成19年６月28日提出予定の有価証券報告書に記載しており、「証券取引法

に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧いただくことができ

ます。

（有価証券関係）

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17年４月１日　至平成18年３月31日）

　　　　該当事項はありません。

　（２）当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　　　該当事項はありません。

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18年３月31日） 当連結会計年度（平成19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 238 229

（デリバティブ取引関係）

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18年４月１日至平成19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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（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18年３月31日）

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △2,507 △2,666

(2）年金資産（百万円） 1,134 1,976

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） △1,373 △689

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 135 96

(5）退職給付引当金(3)＋(4)（百万円） △1,237 △593

３　退職給付費用に関する事項

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）

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(1）勤務費用（百万円） 196 213

(2）利息費用（百万円） 46 48

(3）期待運用収益（百万円） △22 △32

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 42 28

(5）割増退職金（百万円） 41 6

(6）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 百万円） 305 263

　（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18年３月31日）

当連結会計年度

（平成19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
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前連結会計年度

（平成18年３月31日）

当連結会計年度

（平成19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 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（流動）純額 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

（単位　百万円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 21

賞与引当金 179

その他 63

繰延税金資産（流動）合計 263

繰延税金資産（流動）純額 263

  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 239

固定資産除却損 181

役員退職慰労引当金 22

繰越欠損金 20

その他 49

繰延税金資産（固定）小計 513

評価性引当額 △20

繰延税金資産（固定）合計 492

繰延税金負債（固定）

圧縮記帳積立金 △3,463

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 △502

留保利益に係る税効果 △39

繰延税金負債（固定）合計 △4,407

繰延税金負債（固定）純額 △3,914

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

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 

法定実効税率 40.4％

（調整）   

過年度法人税等 21.3 

持分変動利益 △2.9 

海外子会社受取配当金消去 1.7 

持分法による投資利益 △0.8 

評価性引当額 △0.7 

その他 △1.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.3 
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（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。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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 65,670 215 65,886 － 65,886

(2）セグメント間の内部売上高

 又は振替高
－ － － － －

計 65,670 215 65,886 － 65,886

営業費用 61,493 132 61,625 － 61,625

営業利益 4,177 83 4,260 － 4,260

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 41,462 746 42,208 14,994 57,203

減価償却費 1,968 29 1,997 － 1,997

資本的支出 578 － 578 － 578

　（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　……………　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14,994百万円であり、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。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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 49,355 15,061 1,469 65,886 － 65,886

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 49,355 15,061 1,469 65,886 － 65,886

営業費用 46,072 14,186 1,366 61,625 － 61,625

営業利益 3,283 875 102 4,260 － 4,260

Ⅱ　資産 32,899 7,991 1,317 42,208 14,994 57,203

　（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14,994百万円であり、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）　　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

米国  中国 計 

Ⅰ　海外売上高（百万円） 15,061 1,469 16,530

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 65,886

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 22.9 2.2 25.1

　（注）　　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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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（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 9,485 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。

(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。

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19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 3,284 売掛金 885

仕入高 9,913 買掛金 3,157

外注加工費他 2,206 未払費用 334

    

　　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

住金フィ

ナンシャ

ルサービ

ス㈱

（注）

大阪市

中央区
10 金融業 なし なし

資金の貸

付

短期貸付 13,769
短期貸付

金
13,891

利息の受取 73 －  

　　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19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。

（注）旧社名　フソウファイナンス㈱
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（１株当たり情報）

前連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで）

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。

１株当たり純資産額          992円20銭

１株当たり当期純利益金額       57円96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17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19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） 2,605 1,894

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） 2,605 1,894

普通株式の期中平均株式数（株） 32,688,207 32,684,605

（重要な後発事象）

前連結会計年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年４月１日から

平成19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

　売上高　　2,185百万円（平成18年３月期）

　（株式会社エヌピー・エックを含む）

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．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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 64 30
２　受取手形  118 －
３　売掛金 ※１ 8,746 9,431
４　製品 2,287 2,294
５　積送品 40 17
６　原材料 2,668 2,124
７　仕掛品 943 842
８　貯蔵品 3,314 3,336
９　前払費用 15 14
10　繰延税金資産 300 203
11　短期貸付金 13,978 13,897
12　未収入金 407 303
    　貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 32,884 67.1 32,494 67.2
Ⅱ　固定資産
１　有形固定資産
(1)建物 5,593 5,629

減価償却累計額 2,034 3,559 2,198 3,431

(2)構築物 681 672
減価償却累計額 428 252 431 241

(3)機械及び装置 11,372 10,975
減価償却累計額 8,871 2,500 8,677 2,297

(4)車両及び運搬具 36 36
減価償却累計額 22 14 24 11

(5)工具器具及び備品 882 880
減価償却累計額 700 181 735 145

(6)土地  4,858 4,858
(7)建設仮勘定 30 109

有形固定資産合計 11,398 23.3 11,095 23.0
２　無形固定資産
(1)ソフトウェア 513 254
(2)その他 2 3

無形固定資産合計 516 1.1 257 0.5
３　投資その他の資産
(1)投資有価証券 238 653
(2)関係会社株式 2,777 2,697
(3)関係会社出資金 359 359
(4)従業員長期貸付金 8 14
(5)賃貸用不動産 ※２ 769 746
(6)その他 33 35
   　貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 4,187 8.5 4,506 9.3

固定資産合計 16,101 32.9 15,859 32.8

資産合計 48,986 100.0 48,353 100.0
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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　買掛金 ※１ 10,219 10,805
２　未払金  1,934 1,921
３　未払費用 ※１ 731 759
４　未払法人税等 1,772 157
５　預り金 112 84
６　賞与引当金 374 395

流動負債合計 15,145 30.9 14,124 29.2
Ⅱ　固定負債
１　繰延税金負債 2,911 3,026
２　退職給付引当金 1,200 564
３　役員退職慰労引当金 － 55
４　預り保証金 6 6

固定負債合計 4,118 8.4 3,653 7.6

負債合計 19,264 39.3 17,777 36.8

（資本の部）
Ⅰ　資本金 ※３ 4,801 9.8 － －
Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 3,885 －

資本剰余金合計 3,885 7.9 － －
Ⅲ　利益剰余金
１　利益準備金 524 －
２　任意積立金
(1)設備改善積立金 10 －
(2)配当準備積立金 230 －
(3)圧縮記帳積立金 5,853 －
(4)別途積立金 10,050 －

３　当期未処分利益 4,374 －

利益剰余金合計 21,043 43.0 － －
Ⅳ　自己株式 ※７ △8 △0.0 － －

資本合計 29,721 60.7 － －

負債資本合計 48,986 100.0 － －

（純資産の部）        
Ⅰ　株主資本        
１  資本金   － －  4,801 9.9
２　資本剰余金   － －  3,885 8.0
３　利益剰余金        
(1）利益準備金   － －  524  
(2）その他利益剰余金        
　　設備改善積立金   － －  10  
　　配当準備積立金   － －  230  
　　圧縮記帳積立金   － －  5,110  
　　別途積立金   － －  12,050  
　　繰越利益剰余金   － －  3,974  
利益剰余金合計   － －  21,899 45.3

４　自己株式   － －  △10 △0.0

株主資本合計   － －  30,576 63.2

純資産合計   － －  30,576 63.2

負債純資産合計   － －  48,353 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（平成17年４月１日から

　　平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から

　　平成19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

１　製品売上高 47,940 46,982

２　不動産事業収入 211 48,151 100.0 215 47,197 100.0

Ⅱ　売上原価

(1）製商品売上原価 ※１ 39,941 39,924

(2）不動産事業原価 107 40,049 83.2 132 40,056 84.9

売上総利益 8,102 16.8 7,140 15.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3 4,281 8.9 4,036 8.5

営業利益 3,821 7.9 3,103 6.6

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 61 73

２　受取配当金 ※１ 230 223

３　受取賃貸料  96 128

４　その他 43 431 0.9 46 472 1.0

Ⅴ　営業外費用

１　固定資産除却損 ※５ 23 13

２　売掛債権売却損 29 52

３　受取賃貸料費用 57 66

４　その他 0 110 0.2 1 133 0.3

経常利益 4,142 8.6 3,442 7.3

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※４ 57 －

２　過年度損益修正 ※６ － 57 0.1 128 128 0.3

Ⅶ　特別損失

１　役員退職慰労引当金繰入額 － 42

２　投資有価証券評価損 － － － 1 44 0.1

税引前当期純利益 4,199 8.7 3,526 7.5

法人税、住民税及び事業税 2,119 1,147

過年度法人税等 ※７ － 1,049

法人税等調整額 △394 1,724 3.6 211 2,408 5.1

当期純利益 2,474 5.1 1,117 2.4

前期繰越利益 2,027 －

合併に伴う未処分利益受入高 4 －

中間配当額 130 －

当期未処分利益 4,374 －
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

　利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認日
平成18年６月29日

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 4,374

Ⅱ　任意積立金取崩高

圧縮記帳積立金取崩高 394 394

合計 4,769

Ⅲ　利益処分額

１　配当金 130

２　別途積立金 2,000 2,130

Ⅳ　次期繰越利益 2,639
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株主資本等変動計算書

当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

株主資本

利益剰余金

資本金

資本

剰余金 その他利益剰余金

資本

準備金

利益

準備金

設備改善

積立金

配当準備

積立金

圧縮記帳

積立金

別途

積立金

繰越利益

剰余金

利益

剰余金

合計

平成18年３月31日　残高(百万円) 4,801 3,885 524 10 230 5,853 10,050 4,374 21,043

事業年度中の変動額

  圧縮記帳積立金の取崩（注） △394 394  　－

  圧縮記帳積立金の取崩 △348 348  　－

　別途積立金の積立（注） 2,000 △2,000  　－

　剰余金の配当（注） △130 △130

　剰余金の配当（中間配当） △130 △130

　当期純利益 1,117 1,117

　自己株式の取得

事業年度中の変動額合計(百万円)  　－  　－  　－  　－  　－ △743 2,000 △400 855

平成19年３月31日　残高(百万円) 4,801 3,885 524 10 230 5,110 12,050 3,974 21,899

株主資本

自己株式 株主資本合計 純資産合計

平成18年３月31日　残高(百万円) △8 29,721 29,721

事業年度中の変動額

  圧縮記帳積立金の取崩（注）  　　　－

  圧縮記帳積立金の取崩  　　　－

　別途積立金の積立（注）  　　　－

　剰余金の配当（注） △130 △130

　剰余金の配当（中間配当） △130 △130

　当期純利益 1,117 1,117

　自己株式の取得 △1 △1 △1

事業年度中の変動額合計(百万円) △1 854 854

平成19年３月31日　残高(百万円) △10 30,576 30,576

（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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重要な会計方針

項目

前事業年度

（平成17年４月１日から

　　平成18年３月31日まで）

当事業年度

（平成18年４月１日から

　　平成19年３月31日まで）

１　有価証券の評価基準及び評価方

法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）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。

(2）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。

(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

２　たな卸資産の評価基準及び評価

方法

　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。

同左

３　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　　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。

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　　　14年～47年

機械及び装置　　11年～14年

(2）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。

(2）無形固定資産

同左

(3）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。 

(3）賃貸用不動産

同左

４　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。

同左
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項目

前事業年度

（平成17年４月１日から

　　平成18年３月31日まで）

当事業年度

（平成18年４月１日から

　　平成19年３月31日まで）

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見

込額のうち当期の負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末にお

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。

　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年数（10年）

による定率法により、翌期から損益処理してお

ります。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

────────────── 

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規

に基づく事業年度末要支給額を計上しておりま

す。

 

６　リース取引の処理方法 　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。

同左

７　その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

(1）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。

(1）消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当事業年度

（平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで）

 (固定資産の減損に係る会計基準)

 当事業年度より、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)

 当事業年度より、「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、30,576百万円であり

ます。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。
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前事業年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当事業年度

（平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで）

 ────────────────  (企業結合に係る会計基準)

 当事業年度より、「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

基準第７号　平成17年12月27日）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方針」（企業会計基準適用指針第10号　

平成17年12月27日）を適用しております。

追加情報

前事業年度

（平成17年４月１日から

　　平成18年３月31日まで）

当事業年度

（平成18年４月１日から

　　平成19年３月31日まで）

───────────────   係争等に関する事項

　当社は、平成18年８月１日、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に係る更正通知書を受領致しました。

　当社は、地方税を含めた追徴課税のうち平成18年３月期決算に反映

させていないものを当事業年度の損益計算書の過年度法人税等として

計上しておりますが、米国子会社解散に伴う経理処理に関する更正処

分を不服と考えており、平成18年９月25日、関東信越国税不服審判所

へ審査請求書を提出し、現在審査中であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度

（平成18年３月31日）

当事業年度

（平成19年３月31日）

※１　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する

資産、負債のうち主なものは次のとおりであります。

　　売掛金　　　　　783百万円　　　買掛金　　　　　2,717百万円

 　　　　　　　　　　　　　　　　　未払費用　　　　　379百万円

※２　賃貸用不動産の内訳は下記のとおりであります。

　　　　　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　授権株式数及び発行済株式総数

　　　　　　授権株式数　　　　　　　　普通株式　　98,832,000株

　　　　　　発行済株式総数　　　　　　普通株式　　32,710,436株

　４　保証債務

　  (1)　シーモア・チュービング・インクの金融機関よりの借入れ

         に係るもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,153百万円

　　　   上記の保証のうち979百万円については、土地523百万円に

　　　　 対し抵当権を設定しております。

　  (2)　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 141百万円

　  (3)　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。

　５　受取手形譲渡高　　　　　　　　　　　　　　　　 105百万円

　６　債権流動化に伴う買戻限度額　　　　　　　　　　 699百万円

※７　自己株式

　　　 当社が保有する自己株式の数は、普通株式24,743であります。

※１　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する

資産、負債のうち主なものは次のとおりであります。

　　売掛金　　　　　1,163百万円　　　買掛金　　　　3,164百万円

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　未払費用　　　　344百万円

※２　賃貸用不動産の内訳は下記のとおりであります。

　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21百万円

　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,507百万円

　　　　　建物減価償却累計額　　　　　　　　　　　　 781百万円

※３　　　　　　　　─────────────

　

　

　４　保証債務

　  (1)　シーモア・チュービング・インクの金融機関よりの借入れ

         に係るもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,967百万円

　　　   上記の保証のうち787百万円については、土地523百万円に

　　　　 対し抵当権を設定しております。

　  (2)　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99百万円

　────────────

 

 

 

 

 

 

 

※５　　　　　　　　─────────────

　６　債権流動化に伴う買戻限度額　　　　　　　　　　 752百万円

※７　　　　　　　　─────────────
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（損益計算書関係）

前事業年度

（平成17年４月１日から

　　平成18年３月31日まで）

当事業年度

（平成18年４月１日から

　　平成19年３月31日まで）

※１　関係会社に係るもの

　　　　　仕入高　　　　　　　　　　　　　　　　　10,397百万円

　　　　　受取配当金　　　　　　　　　　　　　　　 　207百万円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　　　　　　販売手数料　　　　　　　　　　　　　　　 349百万円

　　　　　　売上品発送費　　　　　　　　　　　　　 1,968百万円

　　　　　　従業員給料手当　　　　　　　　　　　　　 592百万円

　　　　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　　　　　81百万円

　　　　　　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　99百万円

 

※３　研究開発費の総額

　　　　　　一般管理費に含まれる研究開発費　　　　　 153百万円

※４　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

　　　　　

※５　固定資産除却損の内訳　　　　　　　　 

　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　 6百万円

　　　　　　機械及び装置　　　　　　　　　　　　　　  16百万円

　　　　　　工具器具及び備品　　　　　　　　　　　　　 1百万円

　　　　───────────────────────────

　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23百万円

※６　　　　　　　─────────────

 

 

 

 

 

 

 

 

※７　　　　　　　─────────────

※１　関係会社に係るもの

　　　　　仕入高　　　　　　　　　　　　　　　　　10,081百万円

　　　　　受取配当金　　　　　　　　　　　　　　　 　203百万円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　　　　　　販売手数料　　　　　　　　　　　　　　　 268百万円

　　　　　　売上品発送費　　　　　　　　　　　　　 2,001百万円

　　　　　　従業員給料手当　　　　　　　　　　　　　 577百万円

　　　　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　　　　　92百万円

　　　　　　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　53百万円

　　　　　　役員退職慰労引当金繰入額　　　　　　　　　12百万円

※３　研究開発費の総額

　　　　　　一般管理費に含まれる研究開発費　　　　　  83百万円

※４　　　　　　　　─────────────

 

 

 

 

　　　　　

※５　　　　　　　　─────────────

 

 

 

 

 

※６　過年度損益修正の内訳　

　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であります。

　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27百万円

　　　　　機械及び装置　　　　　　　　　　　　　　　 100百万円

　　　　　工具器具及び備品　　　　　　　　　　　　　　 1百万円

　　　　──────────────────────────

　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128百万円

※７　過年度法人税等の内容　　　　　　　　 

　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。

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式（注） 24,743 2,514 － 27,257

合計 24,743 2,514 － 27,257

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,514株は単元未満株式の買取による増加であります。
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（リース取引関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

なお、当該注記事項に関しては、平成19年６月28日提出予定の有価証券報告書に記載しており、「証券取引法に基づく

有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧いただくことができます。

（有価証券関係）

　前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）及び当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３

月31日まで）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度

（平成18年３月31日）

当事業年度

（平成19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）

賞与引当金 151

未払事業税 127

その他 22

繰延税金資産（流動）合計 300

 繰延税金資産（流動）純額 300

  

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 485

固定資産除却損 213

減価償却超過額 89

役員退職慰労引当金 －

その他 0

繰延税金資産（固定）合計 788

  

繰延税金負債（固定）

圧縮記帳積立金 △3,700

繰延税金負債（固定）合計 △3,700

繰延税金負債（固定）純額 △2,911

（単位　百万円）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 159

未払事業税 19

その他 24

繰延税金資産（流動）合計 203

 繰延税金資産（流動）純額 203

  

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 228

固定資産除却損 181

減価償却超過額 5

役員退職慰労引当金 22

その他 0

繰延税金資産（固定）合計 437

  

繰延税金負債（固定）

圧縮記帳積立金 △3,463

繰延税金負債（固定）合計 △3,463

繰延税金負債（固定）純額 △3,026

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

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差異が

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）   

過年度法人税等 29.1 

その他 △1.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 68.3 
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（１株当たり情報）

項目

前事業年度

（平成17年４月１日から

　　平成18年３月31日まで）

当事業年度

（平成18年４月１日から

　　平成19年３月31日まで）

１株当たり純資産額（円）       909円33銭          935円53銭

１株当たり当期純利益金額（円）     75円69銭       34円19銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

（円）

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

同左

　（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。

前事業年度

（平成17年４月１日から

　　平成18年３月31日まで）

当事業年度

（平成18年４月１日から

　　平成19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） 2,474 1,117

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） 2,474 1,117

普通株式の期中平均株式数（株） 32,688,207 32,684,605

（重要な後発事象）

前事業年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当事業年度

（平成18年４月１日から

平成19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

　売上高　　2,035百万円（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%

７.新会社へ承継した資産

　 たな卸資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267百万円

　 有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69百万円

　 無形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0百万円

　 投資有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7百万円

　 子会社株式（株式会社エヌピー・エック）　　　　 　80百万円

　 ─────────────────────────────

   合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　423百万円

─────────────
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６．その他
役員の異動

①代表取締役の異動

  該当事項はありません。

②その他の役員の異動

　・新任取締役候補

　　取締役　　河合　和男（現　住友金属工業株式会社から宝鶏住金石油鋼管有限公司出向）

　　　　　　　　　　　　（平成19年５月１日付で当社支配人就任予定）　

　　取締役　　細野　次郎（現　支配人）　

　・退任予定取締役

　　常務取締役　高井　知行（社友兼非常勤調査役就任予定）

　・新任監査役候補

　　社外監査役　三宅　望（住友金属工業株式会社　鋼管カンパニー鋼管営業部長）

　・退任予定監査役

　　社外監査役　八尾　量也

　・昇任取締役候補

　　常務取締役大阪鋼管部長　羽鳥　正昭（現　取締役大阪鋼管部長）

　　常務取締役総務部長　吉川　常隆（現　取締役総務部長）

③就任予定日

　平成19年６月28日
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