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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 36,319 ― 414 ― 464 ― 360 ―

20年3月期第3四半期 41,677 3.8 2,977 13.5 2,959 14.3 1,316 1.9

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3四半期 6.08 ―

20年3月期第3四半期 22.18 ―

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3四半期 48,615 24,922 43.9 363.49
20年3月期 51,694 26,626 43.8 381.76

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  21,356百万円 20年3月期  22,663百万円

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  

21年3月期（予想）の期末及び年間の配当については、未定であります。  

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 45,500 △17.5 120 △96.3 100 △96.9 100 △93.6 1.69

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) 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。 
 ・期末配当予想の修正の詳細につきましては、本日（平成21年2月10日）公表の「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 ・上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が 
  あります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  60,453,268株 20年3月期  60,453,268株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,699,315株 20年3月期  1,088,479株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  59,263,929株 20年3月期第3四半期  59,368,825株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国金融市場の混乱に端を発した世界的な金融危機
が実体経済に影響を及ぼし、世界経済の同時不況という中にあって、急激な円高による輸出の落ち込みと
設備投資や個人消費の減退、生産調整にともなう雇用情勢の悪化と、景気後退は極めて厳しい状況となり
ました。 
このような情勢のなかで、鋼管業界におきましては、第２四半期の初めごろまで比較的堅調でありまし
た自動車・機械などの輸出関連業種の需要が、第３四半期に入って急激に減少してまいりました。また、
各種製造業における設備投資向けの需要も輸出関連業種と同様に大幅な生産調整が実施されはじめ、減少
傾向が一段と強まりました。 
ステンレス製品につきましては、ニッケル急騰による前期半ばまでのステンレスコイルの高騰を受けて
製品価格も急上昇し、結果としてステンレス製品離れを引き起こしました。その後、ニッケル相場の急落
があり、一転してステンレス市況は大きく下落傾向を強めておりますが、需要の回復は見られず、特に流
通販売市場における荷動きは不振を極めております。 
このような状況のもと、当社グループは製販一体となって提案営業・ユーザー紐つき販売の強化に取り
組みました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は36,319百万円、営業利益は414百万円、経常利益は464
百万円、四半期純利益は360百万円となりました。 
  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は48,615百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,078百万円の
減少となりました。流動資産は34,207百万円となり、1,037百万円の減少となりました。主な要因は、有
価証券が1,104百万円、製品が1,031百万円の増加、現金及び預金が477百万円、受取手形及び売掛金が
2,800百万円の減少等であります。固定資産は14,408百万円となり、2,041百万円の減少となりました。主
な要因は、投資有価証券が1,882百万円と大幅な減少であります。 
負債合計は23,693百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,375百万円の減少となりました。流動負債
は22,044百万円となり、608百万円の減少となりました。主な要因は、未払法人税等が277百万円、その他
（預り金）が109百万円の増加、支払手形及び買掛金が725百万円、短期借入金が305百万円の減少等であ
ります。固定負債は1,648百万円となり、767百万円の減少となりました。主な要因は、その他（繰延税金
負債）が786百万円の減少等であります。 
純資産は24,922百万円となり、前連結会計年度に比べ1,703百万円の減少となりました。主な要因は、
その他有価証券評価差額金が1,136百万円、少数株主持分が396百万円の減少等であります。 
  

  

今後の見通しにつきましては、景気後退が強まっていく中、企業間競争はより一層激しさを増し、当社
グループを取り巻く経営環境はますます厳しくなると予想されます。当社グループは一丸となって新規需
要の獲得、徹底的な費用削減などに取り組んでおりますが、製造業全般とりわけ輸出関連業種における鋼
管製品の需要の回復には相当の期間を要するものと思われます。 
このような状況を勘案し、通期業績予想につきまして連結・個別ともに修正いたします。また、当社の
期末配当金につきましても修正いたします。詳細につきましては、本日（平成21年2月10日）公表の「業
績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
  

  
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（たな卸資産の評価方法） 
当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計
期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

① 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。 

② （会計方針の変更） 

ⅰ 棚卸資産の評価に関する会計基準等の適用 

「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）を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低
下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
これにより、営業利益及び経常利益が9百万円、税金等調整前四半期純利益が98百万円それぞれ
減少しております。 

ⅱ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第1四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権
移転外ファイナンス・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から
通常の売買取引に係る方針に準じた会計処理に変更しております。 
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

③ （表示方法の変更） 

賞与引当金 
従来、流動負債のその他（未払費用）に含めて表示しておりましたが、第1四半期連結会計期間
より流動負債の賞与引当金として区分掲記しております。 

  

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,719 5,196

受取手形及び売掛金 17,776 20,576

有価証券 1,806 701

商品 4,591 4,910

製品 2,638 1,606

原材料 1,588 1,125

仕掛品 297 286

その他 1,191 1,402

貸倒引当金 △402 △562

流動資産合計 34,207 35,244

固定資産   

有形固定資産 8,929 9,083

無形固定資産 8 9

投資その他の資産   

投資有価証券 4,867 6,750

その他 603 607

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 5,470 7,357

固定資産合計 14,408 16,450

資産合計 48,615 51,694

新家工業㈱ (7305) 平成21年3月期 第3四半期決算短信

‐4‐



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 15,127 15,852

短期借入金 5,224 5,529

未払法人税等 277 0

賞与引当金 214 －

その他 1,199 1,269

流動負債合計 22,044 22,652

固定負債   

長期借入金 59 62

退職給付引当金 871 807

役員退職慰労引当金 291 332

その他 426 1,212

固定負債合計 1,648 2,415

負債合計 23,693 25,068

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,940 3,940

資本剰余金 4,155 4,156

利益剰余金 13,410 13,465

自己株式 △299 △211

株主資本合計 21,207 21,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 603 1,740

繰延ヘッジ損益 △18 △1

為替換算調整勘定 △437 △425

評価・換算差額等合計 148 1,312

少数株主持分 3,566 3,962

純資産合計 24,922 26,626

負債純資産合計 48,615 51,694
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 36,319

売上原価 31,779

売上総利益 4,539

販売費及び一般管理費 4,124

営業利益 414

営業外収益  

受取利息 29

受取配当金 117

仕入割引 22

雑収入 79

営業外収益合計 248

営業外費用  

支払利息 64

売上割引 15

退職給付会計基準変更時差異の処理額 92

雑支出 25

営業外費用合計 198

経常利益 464

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 5

収用補償金 54

貸倒引当金戻入額 160

特別利益合計 220

特別損失  

固定資産除却損 15

たな卸資産評価損 89

投資有価証券評価損 41

ゴルフ会員権評価損 5

特別損失合計 151

税金等調整前四半期純利益 533

法人税、住民税及び事業税 462

法人税等調整額 20

法人税等合計 483

少数株主損失（△） △310

四半期純利益 360
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 533

減価償却費 472

固定資産除却損 6

固定資産売却損益（△は益） △0

収用補償金 △54

貸倒引当金の増減額（△は減少） △160

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41

受取利息及び受取配当金 △146

支払利息 64

投資有価証券売却損益（△は益） △5

投資有価証券評価損益（△は益） 41

売上債権の増減額（△は増加） 2,776

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,187

仕入債務の増減額（△は減少） △721

その他 △23

小計 1,618

利息及び配当金の受取額 151

利息の支払額 △65

収用補償金の受取額 88

法人税等の支払額 △216

法人税等の還付額 243

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,820

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △132

投資有価証券の売却による収入 48

有形固定資産の取得による支出 △313

有形固定資産の売却による収入 0

貸付けによる支出 △54

貸付金の回収による収入 98

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △347

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（△は減少） △251

長期借入金の返済による支出 △21

配当金の支払額 △411

少数株主への配当金の支払額 △72

自己株式の取得による支出 △88

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △844

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 627

現金及び現金同等物の期首残高 5,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,525
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
（単位：百万円）

 
（注）１ 事業区分は、製品の機能別種類により区分しています。 

 ２ 各事業の主な製品 
(1) 鋼管関連事業 … 普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、各種型鋼、精密加工品 
(2) 自転車関連事業 … 自転車用リム、自動二輪車用リム 
(3) その他事業 … 機械及び同部品、不動産の賃貸等 

  

該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

鋼管 
関連事業

自転車 
関連事業

その他 
事業 計 消去又は 

全社 連結

売  上  高

(1) 外部顧客に対する売上高 34,734 987 597 36,319 ― 36,319

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― 31 31 (31) ―

計 34,734 987 629 36,351 (31) 36,319

営業利益又は営業損失(△) 167 △36 283 414 (―) 414

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

(単位：百万円)

 
（注）1 事業区分は、製品の機能別種類により区分しています。 

 2 各事業の主な製品 
(1) 鋼管関連事業 … 普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、各種型鋼、精密加工品 
(2) 自転車関連事業 … 自転車用リム、自動二輪車用リム 
(3) その他事業 … 機械及び同部品、不動産の賃貸等 

  

【参考資料】

(1) （要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

科    目
 （自 平成19年４月１日
  至 平成19年12月31日）

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 41,677

Ⅱ 売上原価 34,629

売上総利益 7,047

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,070

営業利益 2,977

Ⅳ 営業外収益 235

Ⅴ 営業外費用 253

経常利益 2,959

Ⅵ 特別利益 120

Ⅶ 特別損失 124
税金等調整前 
四半期純利益 2,956

法人税、住民税及び事業税 1,202

法人税等調整額 62

少数株主利益 374

四半期純利益 1,316

(2) セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）

鋼管 
関連事業

自転車 
関連事業

その他 
事業 計 消去又は 

全社 連結

売  上  高

(1) 外部顧客に対する売上高 40,003 883 789 41,677 ― 41,677

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― 31 31 (31) ―

計 40,003 883 821 41,708 (31) 41,677

営業利益又は営業損失(△) 2,782 △ 153 349 2,977 (―) 2,977
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