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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 36,969 ― 7,489 ― 8,532 ― 4,650 ―

20年3月期第1四半期 29,691 2.3 4,962 △3.5 5,810 △6.5 3,317 △3.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 52.01 52.00
20年3月期第1四半期 36.09 36.08

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 290,345 237,747 73.9 2,400.69
20年3月期 264,981 229,221 79.3 2,348.46

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  214,674百万円 20年3月期  210,007百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 20.00 ― 32.50 52.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 20.00 ― 40.50 60.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 83,800 ― 16,200 ― 18,600 ― 8,500 ― 95.05
通期 180,000 51.5 26,700 46.1 30,000 36.3 14,500 28.0 162.15

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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・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。実際の実績等は業績の変化により、上
記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 
「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

新規 1 社 （社名 サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニー ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  94,000,000株 20年3月期  98,267,197株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,578,055株 20年3月期  8,843,825株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  89,422,787株 20年3月期第1四半期  91,916,114株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原材料価格の高騰を背景に企業の収益環境が

悪化し、景気が減速方向にあり、米国経済についても、原油高騰やサブプライム問題などによる企

業収益の悪化、設備投資の減少、個人消費の低迷など、景気の停滞感の強い状況が続いております。 

国内鉄鋼業界におきましては、４－６月の粗鋼生産は３,１０６万トン（前年同期比３．９％増）

で、鋼材需要は建築向けが低調であったものの、自動車など製造業や輸出向けを中心に好調に推移

しておりますが、鉄鉱石・石炭等原材料価格の高騰から、鋼材価格は大幅に上昇しております。こ

の影響により、当社グループの主要材料であるコイル価格も上昇し、また数量面でも、特に韓国、

台湾の高炉メーカーのコイルの供給事情が逼迫していることから、仕入数量減になってきておりま

す。一方コストに関しては、原材料であるコイル価格の大幅な上昇に加え、副資材や輸送費・燃料

費の負担増を転嫁するため、当社製品価格の大幅な値上げを４月より実施しました。尚、国内の第

１四半期のコイル価格の上昇分は自動車向け以外は概ね製品価格に転嫁出来ており、増益部分はコ

スト削減に加え、その大半はコイル及び製品からの在庫益によるものです。 

海外におきましては、従来よりの連結子会社の米国マルイチ・アメリカン・コーポレーションに

加え、今期第１四半期よりベトナム国のサン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニーも連

結子会社となりました。また需要地立地方針により、米国中西部をカバーするレビット・チュ－

ブ・カンパニーＬＬＣの持分６０％を５月１日に取得し、同社も同様に今期から連結子会社となり

ましたが、出資日との関係で連結財務諸表への反映は、第２四半期からとなります。海外子会社の

業績は、上記３社とも概ね好調に推移しております。特に米国子会社２社は、鋼材値上げ幅は日本

の約２倍と更に大幅なものですが、店売り中心の販売であり、今迄のところ価格転嫁は１００％達

成しており、在庫益も併せ、当初予想を大幅に上回る収益改善が出来ております。 

今後の見通しですが、原材料であるコイル価格の上昇による７月からの製品の値上げの浸透状況、

高騰した鉄鋼製品の需要動向、原油価格高騰による自動車販売への影響、中進国での急激に上昇す

るインフレ対策と経済成長の鈍化等に、今期の見通しは大きく影響を受けるものと予想されますが、

今期は当初目標の連結売上高１,５００億円、同経常利益２４０億円を目標とする中期経営方針の最

終年度でもあり、丸一鋼管グループ一丸となって、連結目標の達成に努めてまいります。 
このような中、第１四半期連結会計期間における業績は、売上高は369億6千9百万円（前年同期比

24.5％増）、営業利益は74億8千9百万円（前年同期比50.9％増）、経常利益は85億3千2百万円、四

半期純利益は46億5千万円（前年同期比40.2％増）となりました。 

尚、対米ドル換算レートは１米ドル105円 29銭であります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度に比べて、253億6千3百万円増加し、2,903億4千5百

万円となりました。主な内容は、現金及び預金の減少39億8千7百万円に対して、主としてサン・ス

チール・ジョイント・ストック・カンパニーを新規連結したことにより、売掛金が32億4千9百万円

増加、たな卸資産が59億5千3百万円増加し、流動資産合計で44億2千2百万円増加しております。 

一方、固定資産についても、主として上述の新規連結に伴い有形固定資産が85億5千4百万円増加

しております。レビット・チュ－ブ・カンパニーＬＬＣの持分取得や株式の時価上昇などにより投

資有価証券が109億8百万円増加したことにより投資その他の資産も112億4千6百万円増加し、固定

資産合計で209億4千1百万円の増加となりました。 
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流動負債が132億2千2百万円増加しておりますが、主として上述の新規連結に伴い短期借入金が

82億9百万円増加したことによるものであります。また、株式の時価上昇により投資有価証券の時

価評価に関わる繰延税金負債の増加などにより固定負債も36億1千5百万円増加したため、負債合計

は168億3千7百万円増加し、525億9千8百万円となっております。 

純資産につきましては、主として配当金の支払29億6百万円に対して、四半期純利益46億5千万円

などにより株主資本が17億3千9百万円増加し、その他有価証券評価差額金の増加などにより評価・

換算差額等が29億2千7百万円増加し、上述の新規連結に伴い少数株主持分が38億5千9百万円増加し

たことにより、純資産合計は85億2千6百万円増加し、2,377億4千7百万円となっております。なお、

自己株式の消却により自己株式が100億9百万円減少しましたが、利益剰余金が100億4百万円、資本

剰余金が5百万円それぞれ減少し、純資産合計には影響はありません。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成２０年５月９日に業績予想を公表しておりますが、コスト削減に加え、主材料であるコイル

価格の値上げを受けた製品価格への転嫁に伴う在庫益並びに海外子会社の好調な業績などにより増

益が見込まれます。このような状況を踏まえ、業績予想を修正しております。 

なお、上記予想の内容は発表日現在に於いて入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々

な不安定要素が内在しております。 

詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 

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） 

 

新規連結：サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニー 
 

サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニーは、持分の追加取得により、前連結会計年

度末において持分法適用非連結子会社でありましたが、みなし取得日である当第１四半期連結会計

期間から連結子会社となりました。 

 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 

①税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 
②その他 

 その他の影響額が僅少なものについても、一部簡便的な方法を採用しております。 

 

(3) 四半期財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基 
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 準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 

 19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しており 

 ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による低価法によ 

 っておりましたが、当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企 

 業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準 第9号）が適用されたことに伴い、主とし 

 てして総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げ 

 の方法）により算定しております。なお、この変更による影響額は軽微であります。 

 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委 

 員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用してお 

 ります。なお、この変更による影響額はありません。 
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１ 【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 30,432 34,420

受取手形及び売掛金 38,510 34,180

有価証券 5,336 2,004

製品 7,494 5,633

原材料 15,011 10,976

貯蔵品 1,409 1,353

その他 2,984 8,026

貸倒引当金 △182 △18

流動資産合計 100,996 96,574

固定資産   

有形固定資産 60,721 52,166

無形固定資産   

のれん 1,129 －

その他 805 794

無形固定資産合計 1,935 794

投資その他の資産   

投資有価証券 123,311 112,402

その他 3,382 3,045

貸倒引当金 △1 △2

投資その他の資産合計 126,692 115,445

固定資産合計 189,349 168,407

資産合計 290,345 264,981

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,599 15,872

短期借入金 8,209 －

未払法人税等 3,291 3,224

賞与引当金 466 908

役員賞与引当金 6 72

その他 8,344 5,617

流動負債合計 38,919 25,696

固定負債   

長期借入金 761 －

退職給付引当金 3,765 3,803

役員退職慰労引当金 77 122

繰延税金負債 8,475 5,674

その他 599 462

固定負債合計 13,678 10,063

負債合計 52,598 35,760
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(単位：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,595 9,595

資本剰余金 15,821 15,827

利益剰余金 184,313 192,572

自己株式 △10,740 △20,745

株主資本合計 198,989 197,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,065 13,684

為替換算調整勘定 △2,380 △926

評価・換算差額等合計 15,684 12,757

新株予約権 42 42

少数株主持分 23,031 19,171

純資産合計 237,747 229,221

負債純資産合計 290,345 264,981
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

売上高 36,969

売上原価 26,938

売上総利益 10,031

販売費及び一般管理費 2,541

営業利益 7,489

営業外収益  

受取利息 131

受取配当金 596

持分法による投資利益 263

その他 260

営業外収益合計 1,250

営業外費用  

支払利息 95

不動産賃貸費用 60

その他 52

営業外費用合計 207

経常利益 8,532

特別利益  

その他 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 16

投資有価証券売却損 158

その他 6

特別損失合計 181

税金等調整前四半期純利益 8,352

法人税等 3,224

少数株主利益 477

四半期純利益 4,650
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 

   該当事項はありません。 

 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

 当社は平成20年4月7日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却

を決議し、同月15日に4,267,197株の消却を行いました。これにより、四半期連結貸借対照表の純資

産の部の株主資本における自己株式が10,009百万円減少（株主資本の増加）し、利益剰余金が

10,004百万円、資本剰余金が5百万円それぞれ減少しております。（株主資本合計には影響ありませ

ん。） 
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「参考資料」前四半期に係る財務諸表等 

 

（要約）前四半期連結損益計算書 

  （単位：百万円）

科  目 

前四半期 

（平成20年3月期 

第1四半期） 

  金  額 

    

Ⅰ 売 上 高 29,691 

Ⅱ 売 上 原 価 22,439 

   売 上 総 利 益 7,251 

    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,288 

   営 業 利 益 4,962 

    

Ⅳ 営 業 外 収 益 863 

   受 取 利 息 139 

   受 取 配 当 金 556 

   持分法による投資利益 40 

   そ の 他 128 

    

Ⅴ 営 業 外 費 用 15 

   経 常 利 益 5,810 

    

Ⅵ 特 別 利 益 31 

Ⅶ 特 別 損 失 0 

   税金等調整前四半期純利益 5,841 

    

  法 人 税 等 2,302 

  少 数 株 主 利 益 221 

   四 半 期 純 利 益 3,317 
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