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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 83,171 ― 16,274 ― 18,964 ― 8,618 ―
20年3月期第2四半期 58,248 △3.2 9,390 △11.9 11,683 △11.9 6,437 △11.9

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2四半期 96.46 96.43
20年3月期第2四半期 70.56 70.54

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 290,254 231,914 70.6 2,304.52
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2四半期  204,917百万円 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 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 38.50 58.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 167,000 40.6 24,700 35.2 28,400 29.0 13,800 21.9 154.82

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」および１０ページ「【参考資料】（２）企業集団の状況」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 2 社 （社名
サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニ
ー、ＭＫＫ・ＵＳＡ・インク

） 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2四半期  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2四半期  5,080,184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2四半期  89,350,306株 20年3月期第2四半期  91,240,123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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の停滞、物価上昇による個人消費の減少

など景気の減速感が強まっており、また、米国経済のサブプライムローン問題をきっかけとして、

国際金融市場や世界経済の先行き懸念が高まり、米国のみならず世界景気が急速に後退局面に入っ

ております。 

国内鉄鋼業界におきましては、４－９月の粗鋼生産は国内外の需要を反映して、６,１５０万トン

（前年同期比２.８％）と年度上半期としては、史上最高となりましたが、原料価格の高騰から、鋼

材価格は大幅に上昇しました。 

この影響により、当社グループにおいても、原材料であるコイル価格の大幅な上昇によるコスト

アップに対応して製品価格への転嫁を進めました。この結果、製品の需要環境は厳しさを増してお

りますが、全体としては、業績は概ね堅調に推移致しました。 

海外におきましては、第１四半期連結会計期間からベトナム国のサン・スチール・ジョイント・

ストック・カンパニーが、第２四半期連結会計期間から米国のレビット・チュ－ブ・カンパニーＬ

ＬＣが新たに連結子会社となり、需要地立地体制の整備を進めております。米国のマルイチ・アメ

リカン・コーポレーションやこれらの新規連結子会社についても、国内と同様に、原材料高騰によ

り大幅に製品価格が上昇しましたが、値上げ分の製品価格転嫁などにより、第２四半期連結累計期

間の業績は概ね好調に推移致しました。 

今後の見通しですが、高騰した鉄鋼製品の需要動向、世界的な景気後退による影響等に今期の業

績は大きく影響を受けるものと予想されますが、当社は、更に技術とコスト競争力に磨きをかけ、

また、販売面では、製品の値上げの浸透のみならず、自社開発のメッキ製品であるＡＬ―Ｚ５５の

拡販や、新規顧客の開拓に努め、当社グループの将来の成長と業績の達成に努めてまいります。 

このような中、第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は831億7千1百万円（前年同期比

42.8％増）、営業利益は162億7千4百万円（前年同期比73.3％増）、経常利益は189億6千4百万円

（前年同期比62.3％増）、四半期純利益は86億1千8百万円（前年同期比33.9％増）となりました。 

尚、対米ドル換算レートは１米ドル104円92銭であります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

今期よりサン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニー及びＭＫＫ・ＵＳＡ・インクを通じ

て持分取得したレビット・チュ－ブ・カンパニーＬＬＣが連結子会社となったことから、財政状態は

大きく変化しております。 
 
（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は2,902億5千4百万円（前連結会計年度比252億7千2百

万円の増加）（前連結会計年度比9.5％増）となりました。 

主な内容は、現金及び預金の増加82億5千9百万円ならびにサン・スチール・ジョイント・ストッ

ク・カンパニー及びレビット・チュ－ブ・カンパニーＬＬＣを新規連結したことにより受取手形及び

売掛金が96億7千2百万円増加、たな卸資産が170億4千2百万円増加したことにより、流動資産合計で

335億6千万円増加しました。固定資産については、上述の新規連結に伴い有形固定資産が139億8千6

百万円増加し、無形固定資産が41億1千9百万円増加しましたが、株式の時価の下落などにより投資有

価証券が275億7千6百万円減少したことにより、固定資産合計で82億8千8百万円の減少となりました。 
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 （負債） 

負債合計は、前連結会計年度に比べて225億7千9百万円万円増加し、583億4千万円となりました。 

主な内容は、主として支払手形及び買掛金の増加86億8千万円、上述の新規連結に伴い短期借入金

の増加129億5千4百万円、未払法人税等の増加29億5百万円などにより流動負債合計は、270億8千6百

万円増加しました。固定負債については、投資有価証券の時価評価に関わる繰延税金負債の減少など

により45億6百万円減少しました。 
 

 （純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は2,319億1千4百万円（前連結会計年度比26億9千2百

万円の増加）（前連結会計年度比1.2％増）となりました。 

主な内容はその他有価証券評価差額金などの減少により評価・換算差額等が92億1千5百万円減少し

ましたが、四半期純利益86億1千8百万円などにより株主資本が41億2千6百万円増加し、上述の新規連

結に伴い少数株主持分が77億6千3百万円増加したことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成２０年８月７日の第１四半期業績発表時に業績予想を修正しておりますが、当連結会計年度か

ら新たに連結子会社となったレビット・チュ－ブ・カンパニーＬＬＣの持分取得に関して米国会計基

準適用による当社連結業績への影響（平成２０年１０月３１日発表の「米国LeavittTubeCompany,LLC

の持分取得に関して米国会計基準適用による当社連結業績への影響額のお知らせ」ご参照）や、世界

的な急速な景気後退の影響などにより当社グループにおきましても、鋼材の需要環境が厳しくなるこ

とが予測されるため、業績予想の見直しを行っております。 

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、ＭＫＫ・ＵＳＡ・インク 
 
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。 

ＭＫＫ・ＵＳＡ・インクは、北米東部のレビット・チュ－ブ・カンパニーＬＬＣを取得する目的

で設立いたしました特別目的会社であります。すでに発表しておりますように、平成２０年５月１

日に同社の持分取得手続きが完了したため、当第２四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 

 

税金費用については、当第２四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
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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。 

 
 

(3)四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 

①四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14

日 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重要な資産の評価基準および評価方法の変更 

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、当連結会計年度より「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」の適用 

当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（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）を適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益は、それぞれ27百万円減少しております。 

 

丸一鋼管株式会社　（５４６３）平成２１年３月期　第２四半期決算短信

4



５【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 42,679 34,420

受取手形及び売掛金 43,852 34,180

有価証券 6,083 7,792

製品 12,031 5,633

原材料 21,535 10,976

貯蔵品 1,438 1,353

その他 2,737 2,238

貸倒引当金 △222 △18

流動資産合計 130,135 96,574

固定資産   

有形固定資産 66,153 52,166

無形固定資産   

のれん 1,886 －

その他 3,027 794

無形固定資産合計 4,914 794

投資その他の資産   

投資有価証券 84,826 112,402

その他 4,234 3,045

貸倒引当金 △9 △2

投資その他の資産合計 89,051 115,445

固定資産合計 160,118 168,407

資産合計 290,254 264,981
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,553 15,872

短期借入金 12,954 －

未払法人税等 6,129 3,224

賞与引当金 1,237 908

役員賞与引当金 81 72

その他 7,826 5,617

流動負債合計 52,782 25,696

固定負債   

長期借入金 808 －

退職給付引当金 3,737 3,803

役員退職慰労引当金 85 122

繰延税金負債 335 5,674

その他 589 462

固定負債合計 5,557 10,063

負債合計 58,340 35,760

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 188,282 192,572

自己株式 △12,323 △20,745

株主資本合計 201,376 197,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,939 13,684

為替換算調整勘定 △1,397 △926

評価・換算差額等合計 3,541 12,757

新株予約権 61 42

少数株主持分 26,934 19,171

純資産合計 231,914 229,221

負債純資産合計 290,254 264,981
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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

売上高 83,171

売上原価 61,455

売上総利益 21,716

販売費及び一般管理費 5,441

営業利益 16,274

営業外収益  

受取利息 263

受取配当金 2,123

持分法による投資利益 514

その他 432

営業外収益合計 3,334

営業外費用  

支払利息 258

不動産賃貸費用 121

その他 265

営業外費用合計 644

経常利益 18,964

特別利益  

固定資産売却益 72

その他 1

特別利益合計 73

特別損失  

固定資産除却損 69

投資有価証券売却損 1,148

投資有価証券評価損 1,028

その他 7

特別損失合計 2,252

税金等調整前四半期純利益 16,784

法人税等 6,361

少数株主利益 1,804

四半期純利益 8,618

丸一鋼管株式会社　（５４６３）平成２１年３月期　第２四半期決算短信

7



(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 

 

①自己株式の消却 

 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。） 

 

②自己株式の取得 

 当社は平成20年8月7日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定 

 めに基づく、自己株式の取得（500千株）を決議し、実施致しました。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1,574百万円増加（株主資本の減少）しており

ます。 
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【参考資料】 

 

（１）前中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

区分 金額(百万円) 

Ⅰ 売上高 58,248

Ⅱ 売上原価 44,226

   売上総利益 14,021

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,630

   営業利益 9,390

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 266

 ２ 受取配当金 1,624

 ３ 持分法による投資利益 242

 ４ その他 267 2,401

Ⅴ 営業外費用 

 １ 不動産賃貸経費 20

 ２ 為替差損 48

 ３ その他 39 109

   経常利益 11,683

Ⅵ 特別利益 

 １ 固定資産売却益 16

 ２ その他 16 32

Ⅶ 特別損失 

 １ 固定資産除却損 21

 ２ 投資有価証券評価損 240

 ３ その他 0 262

   税金等調整前中間(当期)純利益 11,453

   法人税、住民税及び事業税 4,495

   法人税等調整額 115 4,610

   少数株主利益 405

   中間(当期)純利益 6,437
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（２）企業集団の状況    

当第２四半期連結会計期間において、特定子会社の異動がありましたので、参考資料として事業の系統図を添付

いたします。 

（主要な関係会社） 

連結区分 会社名 所在地 事業内容 

連結子会社 丸一鋼販株式会社 日本 鋼管・鋼板の販売 

 北海道丸一鋼管株式会社 日本 鋼管・ポールの製造 

 九州丸一鋼管株式会社 日本 鋼管の製造 

 四国丸一鋼管株式会社 日本 鋼管の製造 

 ﾏﾙｲﾁ・ｱﾒﾘｶﾝ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ (MAC) 米国 鋼管の製造・販売 

 丸一インベストメント有限会社 日本 マルイチビジネスファンドの管理・運営 

※期首に持分法から 
連結への移行 

ｻﾝ・ｽﾁｰﾙ・ｼﾞｮｲﾝﾄ・ｽﾄｯｸ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ  
(SUNSCO)  ﾍﾞﾄﾅﾑ 鋼管・鋼板・異形棒鋼の製造販売 

※ 第２四半期より 
新規連結  ﾚﾋﾞｯﾄ・ﾁｭｰﾌﾞ・ｶﾝﾊﾟﾆｰLLC(LTC) 米国 鋼管の製造・販売 

※   〃     MKK・USA・インク 米国 ﾚﾋﾞｯﾄ・ﾁｭｰﾌﾞ・ｶﾝﾊﾟﾆｰLLC取得のための特別目的会社

非連結子会社 沖縄丸一株式会社 日本 鋼管・水道電気資材の販売 

 カスガ工業株式会社 日本 鋼管の切断・電線管付属品の製造・物流 

持分法適用関連会社 ｳｲﾆﾝｸﾞ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 台湾 投資事業 

           ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｽﾁｰﾙ･ﾁｭｰﾌﾞ･ﾜｰｸｽ (ISTW)    ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 鋼管の製造・販売 

           株式会社セイケイ         日本 プレスコラムの製造・販売  

投 資 先 

丸一鋼販 ㈱ 
ﾏﾙｲﾁ･ｱﾒﾘｶﾝ･
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 
(MAC) 

沖縄丸一㈱ 

丸 一 鋼 管 株 式 会 社（当社） 

ｳｨﾆﾝｸﾞ・
ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

丸一インベストメ
ント（有） 
マルイチビジネス
ファンド匿名組合

北海道丸一鋼管㈱ 四国丸一鋼管㈱ 九州丸一鋼管㈱ カスガ工業㈱ 

製 品 
原材料 
技術指導 
投 資 
加 工 

ｻﾝ･ｽﾁｰﾙ･ｼﾞ
ｮｲﾝﾄ・ｽﾄｯ
ｸ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ
(SUNSCO)

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ 
ｽﾁｰﾙ･ﾁｭｰﾌﾞ･
ﾜｰｸｽ(ISTW) 

㈱セイケイ ﾚﾋﾞｯﾄ・ﾁｭｰﾌﾞ･
ｶﾝﾊﾟﾆｰLLC 
(LTC) 

MKK・USA
インク 

アジア市場 北米市場国内市場

得  意  先 ・ 需  要  家

（新規）

（新規）

（変更）
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