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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 66,972 △4.2 5,575 △9.2 6,050 △6.5 2,910 △37.3

20年3月期 69,914 6.1 6,138 44.1 6,473 47.6 4,645 145.2

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 ％ ％ ％

21年3月期 89.08 ― 7.8 10.3 8.3
20年3月期 142.13 ― 13.5 10.8 8.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  260百万円 20年3月期  260百万円

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 55,275 39,724 69.5 1,175.09
20年3月期 62,142 38,067 58.9 1,119.36

（参考） 自己資本   21年3月期  38,399百万円 20年3月期  36,578百万円

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

21年3月期 △4,941 △787 △961 12,686
20年3月期 7,961 △833 △1,657 19,358

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期の第２四半期末及び期末の配当については、先行きの業績見通し等を踏まえて判断することとしているため、未定としております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 326 7.0 0.9
21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 326 11.2 0.9

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

21,500 △43.0 △2,200 ― △2,000 ― △1,100 ― △33.66

通期 47,000 △29.8 △1,900 ― △1,500 ― △800 ― △24.48
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 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 32,710,436株 20年3月期 32,710,436株

② 期末自己株式数 21年3月期  32,815株 20年3月期  32,527株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 51,325 △0.0 4,137 △8.1 4,565 △7.5 2,854 △26.2

20年3月期 51,345 8.8 4,503 45.1 4,938 43.5 3,868 246.2

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

21年3月期 87.34 ―

20年3月期 118.37 ―

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 49,366 36,672 74.3 1,122.27
20年3月期 53,892 34,145 63.4 1,044.92

（参考） 自己資本 21年3月期  36,672百万円 20年3月期  34,145百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績はさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。上記
の予想に関連する事項については、添付資料の４ページをご参照ください。 
２．「「２．配当の状況」の平成22年３月期の１株当たり配当金につきましては未定としております。詳細につきましては、５ページ「（３）利益配分に関する基
本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。」 
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(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わが国経済は、上半期においては、米国発の金融不安や株価の下落など景気の停滞感があ

りましたものの、比較的堅調に推移いたしました。しかしながら、下半期において金融不安が実体経済に波及し、世

界同時不況の様相を呈してまいりました。  

 こうした中、当社及び当社グループの国内販売につきましては、上半期こそ土木・建築分野、自動車・建設機械分

野共に好調を維持いたしましたが、下半期には景気の後退、特に当社の主要な需要家である自動車業界の急速かつ大

幅な生産減少に伴い、大幅な販売減少を余儀なくされました。 

 一方、未曾有の鉄鋼原材料の高騰に伴い、主要な材料である熱延コイル価格が急騰いたしました。当社グループと

いたしましては、製造コストの削減を加速しましたが、自助努力では補えきれない大幅なコストアップであることか

ら、顧客のご理解を得て、販売価格への転嫁を鋭意進めてまいりました。   

・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）があります米国に関しましては、景気後

退に伴い、特に昨年末以降、自動車需要が大きく落ち込みました。これを受けて、主要な需要分野が自動車産業であ

るＳＴＩの販売も、前年比減少となりました。ＳＴＩはインディアナ州シーモア工場とテネシー州ダンラップ工場の

２工場を有しますが、米国の自動車生産の大幅な減少により、２工場体制の維持が当面、困難と判断し、生産効率を

高め収益を改善するため比較的小規模のダンラップ工場を当面休止し、同工場で生産している製品はシーモア工場に

移管することを決定いたしました。ダンラップ工場の休止時期は、シーモア工場への生産移管が完了する本年夏ごろ

と見込んでおります。 

 当社の連結子会社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も、下半期以降、景気低

迷の影響が出たものの、当期の自動車産業は依然堅調に推移し、特にＧＹＡの主要なユーザーであります日系自動車

各社は堅調な生産を維持しており、ＧＹＡの販売は前年比増加いたしました。  

 ・連結業績の状況 

 これらの結果、当社グループの当期の業績は、製造・販売面の経営努力に加え、熱延コイルの価格高騰に伴う棚卸

在庫の評価益が生じたものの、下半期における販売数量の大幅な落ち込みの影響が大きく、連結売上高は66,972百万

円（前年比2,942百万円減少）、連結営業利益は5,575百万円（同562百万円減少）、連結経常利益は6,050百万円（同

422百万円減少）、連結当期純利益は2,910百万円（同1,734百万円減少）となりました。連結当期純利益が前年比で

大きく減少しているのは、当連結会計期間においてＳＴＩのダンラップ工場の休止に伴い、同工場の固定資産1,196

百万円全額を減損処理し、特別損失に計上したこと及び前年度の連結当期純利益には、過年度法人税等還付額871百

万円が含まれていたことによるものです。 

・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66,741百万円（前年比2,947百万円、4.2％減）、連結営業利益は5,469百万円（同555百万円、9.2％

減）となりました。 

（不動産事業） 

 連結売上高は231百万円（同5百万円、2.4％増）、連結営業利益は106百万円（同7百万円、6.7％減）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53,607百万円（同349百万円、0.6％減）、連結営業利益は4,415百万円（同538百万円、10.9％減）と

なりました。 

（米国） 

  連結売上高は10,488百万円（同3,240百万円、23.6％減）、連結営業利益は675百万円（同230百万円、25.5％減）

となりました。 

（中国） 

 連結売上高は2,876百万円（同647百万円、29.1％増）、連結営業利益は484百万円（同206百万円、74.2％増）とな

りました。 

１．経営成績
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②次期の見通し 

 平成22年３月期の業績見通しに関しましては、世界同時不況の中、特に当社の主要な需要家である自動車産業の需

要低迷を受け、当社及び当社グループの販売量も大幅に減少すると見込まれます。また、主要な原材料である熱延コ

イルの価格が下落すると見込まれ、それに伴い、当社及び当社グループの販売価格も値下がりが予想されます。 

 このような事態に対し、販売価格の維持や製造コスト削減に鋭意取り組んでおりますが、販売数量・価格両面の低

迷に加え、熱延コイルの価格下落による棚卸資産の評価損が発生すると予想され、平成22年３月期の業績は厳しいも

のと予想いたします。 

 販売環境が不透明であることから、見通しを立てることは困難な状況にありますが、次期の業績見通しに関しまし

ては、暫定値として、連結売上高47,000百万円、連結営業損失1,900百万円、連結経常損失1,500百万円、連結当期純

損失800百万円といたします。  

(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、55,275百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,866百万円減少いた

しました。これは、前連結会計年度末に比べ流動資産が4,306百万円、有形固定資産が2,623百万円、無形固定資産が

55百万円、それぞれ減少したこと等によります。なお、流動資産の減少は、棚卸資産が206百万円増加したものの、

短期貸付金が7,146百万円減少したことによるものであり、有形固定資産及び無形固定資産の減少は、ＳＴＩのダン

ラップ工場の休止に伴う固定資産の減損処理により1,196百万円の減少したこと、及び減価償却の進行によるもので

あります。  

 当連結会計年度末の負債につきましては、15,551百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,523百万円減少いたし

ました。これは、支払手形及び買掛金が5,106百万円、未払法人税等が957百万円、未払金が897百万円それぞれ減少

し、また子会社の借入金の圧縮により、短期借入金が530百万円、長期借入金が286百万円減少したこと等によりま

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、39,724百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,657百万円増加いたしました。これにつきましては、当期純利益の計上により2,910百万円増加し、配当金の支払に

より326百万円減少、対米ドル為替レートが前連結会計年度に比べ円高となったことから為替換算調整勘定が763百万

円減少したこと等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・フローの減少4,941百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少787百万円に加え、財務活動によるキ

ャッシュ・フローの減少961百万円があり、前連結会計年度末に比べ6,672百万円減少し、12,686百万円となりまし

た。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動の結果,資金は4,941百万円の減少となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,895百万円、減

価償却費の計上1,397百万円により増加したものの、売上債権の増加により2,410百万円、仕入債務の減少5,703百万

円により、資金が減少したことによります。 

・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787百万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950百万円

と、有形固定資産の売却による収入164百万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961百万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 

 （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10円（中間配当金５円、期末配当金

５円）とさせていただく予定でおります。  

 次期につきましては、先行きの業績見通し等を踏まえて判断することとしているため、未定としておりますが決定

次第、速やかにお知らせいたします。  

  

  平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 

 自己資本比率（％） 52.9 56.7  58.9 69.5

 時価ベースの自己資本比率（％） 43.8 48.9  40.8 29.2

 債務償還年数（年） 0.7 1.5  0.2 ―

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 33.5 18.3  65.8 ―
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 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３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。 

 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。  

  

  

  

  

  

２．企業集団の状況

会  社  名 事業内容及び企業集団における位置づけ 

スミテック鋼管株式会社 

（旧社名 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 

パナソニック電工ＳＰＴ株式会社 

（旧社名 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 
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(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。 

(4）会社の対処すべき課題  

  ・激変する経営環境へのタイムリーな対応  

  当期においては、主要な材料である熱延コイルの価格急騰に対し、コストの削減努力を継続すると共に、タイムリ

ーに販売価格に転嫁してまいりました。しかしながら、次期は一転、熱延コイル価格が大きく下落する見通しの中、

製品価格値下げが予想されます。また、景気後退に伴う需要減少の中、大きく落ち込んでいる販売数量も、急速には

回復しないと予想されます。 

 当社グループといたしましては、このような販売数量の低迷と価格下げ圧力の中、販売価格の維持を基本に、社長

を委員長とする「緊急コスト改革委員会」を設置し、聖域なく全てのコストを見直しするなど、需給環境の変化に即

応してまいります。 

・顧客ニーズを先取りした高品質・高付加価値製品の拡販 

 国内におきましては、当社グループ販売量の約４割を占める土木・建築分野では、公共投資の減少等に伴い、長期

的に需要が逓減すると予想しております。また、販売量の約６割を占める自動車・建設機械分野につきましても、今

後景気が底を打つとしても、中長期的に国内の自動車生産が大幅に増加する可能性は低いものと考えられます。 

 一方、ＣＯ２問題など地球環境への関心の高まりやエネルギー価格の高止まりを背景に、自動車の軽量化・安全性

強化に対する顧客のニーズが急速に高まっています。自動車の軽量化のため、鋼管以外の鋼材から当社が得意とする

高強度・高品質な鋼管への転換が急速に進むものと予想しております。 

 当社グループといたしましては、軽量化ニーズの高まりを大きなビジネスチャンスと捉え、製造体制の強化を進め

ると共に、高強度・高加工性の鋼管の研究開発を加速してまいります。 

・海外事業の展開 

 海外におきましては、米国における当社連結子会社でありますＳＴＩと中国における当社連結子会社でありますＧ

ＹＡ、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、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。 

 特に、中国を始めとするＢＲＩＣＳや東南アジアでは、中長期的に自動車需要が大幅に増加すると予想されます。

当社といたしましては、日系自動車の海外展開に対し、積極的に対応してまいります。 

・生産体制の強化 

 当社は、日本に３事業所（鹿島事業所、関西事業所大阪及び関西事業所和歌山）と関係会社のスミテック鋼管株式

会社（昨年10月１日付で、株式会社三日市鋼管製造所より社名変更）、海外では米国ＳＴＩと中国ＧＹＡの合計６ヶ

所の事業所を有しております。 

 各事業所・各関係会社は、それぞれ得意とする特色ある製品・技術を伸ばす方針で強化してまいりました。昨年４

月、引抜鋼管製造を関西事業所大阪から鹿島事業所に集約いたしましたように、今後とも、それぞれの特色を明確に

して、より効率的な生産体制を構築してまいります。  

 同時に、各事業所・各関係会社間の連携を一層強化し、全社的に、遵法経営をベースとした一貫した品質向上や安

全強化を促進してまいります。 

・内部統制システムの構築 

 当社グループではコーポレート・ガバナンス充実の一環として会社法が求める内部統制システムの構築につきまし

ても、順次必要な対策をとってまいります。その中で特に当期より実施している財務報告に係る内部統制に関しまし

ては、内部監査部を設置し、監査体制の充実を図ることで、万全の対応を期してまいりました。 

  

３．経営方針

（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 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 405 877

受取手形及び売掛金 11,468 13,546

たな卸資産 11,452 －

商品及び製品 － 2,399

仕掛品 － 1,413

原材料及び貯蔵品 － 7,846

繰延税金資産 382 364

短期貸付金 18,958 11,811

その他 372 476

貸倒引当金 △18 △21

流動資産合計 43,021 38,714

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,092 8,895

減価償却累計額 △4,162 △4,176

建物及び構築物（純額） 5,929 4,718

機械装置及び運搬具 23,207 20,218

減価償却累計額 △18,649 △16,997

機械装置及び運搬具（純額） 4,557 3,221

工具、器具及び備品 1,459 1,373

減価償却累計額 △1,257 △1,209

工具、器具及び備品（純額） 202 164

土地 ※2  5,940 5,822

リース資産 － 23

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 22

建設仮勘定 151 208

有形固定資産合計 16,781 14,158

無形固定資産 180 125

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  1,361 1,470

投資不動産（純額） ※1  717 697

繰延税金資産 15 48

その他 63 60

投資その他の資産合計 2,158 2,277

固定資産合計 19,121 16,561

資産合計 62,142 55,275
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,480 8,373

短期借入金 681 151

1年内返済予定の長期借入金 ※2  237 189

未払金 1,674 776

未払法人税等 1,707 749

賞与引当金 470 460

その他 1,165 926

流動負債合計 19,418 11,627

固定負債   

長期借入金 ※2  475 189

繰延税金負債 3,786 3,441

退職給付引当金 214 69

役員退職慰労引当金 77 100

その他 103 122

固定負債合計 4,656 3,923

負債合計 24,074 15,551

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,801 4,801

資本剰余金 3,885 3,885

利益剰余金 28,043 30,628

自己株式 △15 △15

株主資本合計 36,716 39,300

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △137 △901

評価・換算差額等合計 △137 △901

少数株主持分 1,489 1,325

純資産合計 38,067 39,724

負債純資産合計 62,142 55,275
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 69,914 66,972

売上原価 58,258 56,284

売上総利益 11,656 10,688

販売費及び一般管理費 ※1.2  5,517 5,112

営業利益 6,138 5,575

営業外収益   

受取利息 154 151

受取配当金 0 0

受取賃貸料 125 116

持分法による投資利益 260 260

未払金精算益 32 －

その他 122 160

営業外収益合計 695 689

営業外費用   

支払利息 121 34

売上債権売却損 80 57

賃貸収入原価 66 54

固定資産除却損 57 51

その他 35 16

営業外費用合計 361 215

経常利益 6,473 6,050

特別利益   

固定資産売却益 ※3  － 41

特別利益合計 － 41

特別損失   

設備集約に伴う損失 ※4  43 －

固定資産売却損 ※5  1 －

減損損失 ※6  － 1,196

特別損失合計 45 1,196

税金等調整前当期純利益 6,427 4,895

法人税、住民税及び事業税 2,617 2,128

過年度法人税等還付額 ※7  △871 －

法人税等調整額 △245 △297

法人税等合計 1,500 1,831

少数株主利益 282 153

当期純利益 4,645 2,910
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,801 4,801

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,801 4,801

資本剰余金   

前期末残高 3,885 3,885

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,885 3,885

利益剰余金   

前期末残高 23,693 28,043

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △326

当期純利益 4,645 2,910

当期変動額合計 4,350 2,584

当期末残高 28,043 30,628

自己株式   

前期末残高 △10 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 △4 △0

当期末残高 △15 △15

株主資本合計   

前期末残高 32,369 36,716

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △326

当期純利益 4,645 2,910

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 4,347 2,583

当期末残高 36,716 39,300

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定   

前期末残高 58 △137

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △196 △763

当期変動額合計 △196 △763

当期末残高 △137 △901
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 1,397 1,489

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 91 △163

当期変動額合計 91 △163

当期末残高 1,489 1,325

純資産合計   

前期末残高 33,825 38,067

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △326

当期純利益 4,645 2,910

自己株式の取得 △4 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △104 △926

当期変動額合計 4,242 1,657

当期末残高 38,067 39,724
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 6,427 4,895

減価償却費 1,829 1,397

退職給付引当金の増減額（△は減少） △378 △145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21 23

減損損失 － 1,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 27 △10

受取利息及び受取配当金 △154 △151

支払利息 121 34

持分法による投資損益（△は益） △260 △260

有形固定資産除却損 57 51

有形固定資産売却損益（△は益） － △41

売上債権の増減額（△は増加） 424 △2,410

たな卸資産の増減額（△は増加） △914 △557

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7 △126

仕入債務の増減額（△は減少） 820 △5,703

その他の流動負債の増減額（△は減少） 127 △188

その他の固定負債の増減額（△は減少） △2 △1

その他 △94 △106

小計 8,055 △2,102

利息及び配当金の受取額 203 255

利息の支払額 △121 △34

法人税等の支払額（純額） △174 △3,059

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,961 △4,941

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 △812 △950

無形固定資産の取得による支出 △69 △44

有形固定資産の売却による収入 － 164

その他 49 42

投資活動によるキャッシュ・フロー △833 △787

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） △1,047 △395

長期借入金の返済による支出 △269 △189

配当金の支払額 △294 △326

少数株主への配当金の支払額 △42 △49

自己株式の取得による支出 △4 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,657 △961

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,452 △6,672

現金及び現金同等物の期首残高 13,905 19,358

現金及び現金同等物の期末残高 19,358 12,686
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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。 

 連結子会社はスミテック鋼管株式会社、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。 

２ 持分法の適用に関する事項  松下電工ＳＰＴ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）は、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。 

 パナソニック電工ＳＰＴ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）は、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。 

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。 

(a）時価のあるもの 

同左 

  (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 

(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 

 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（貸借対照表は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益はそれぞれ146百万円減少してお

ります。  

同左  
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項目 
前連結会計年度

（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

(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（リース資

産を除く） 

  

 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 

  

   （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であ

ります。 

 ─────────  

(ロ）無形固定資産（リース資

産を除く） 

   

 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）リース資産  ───────── 

  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前の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。  

(ニ）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 
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項目 
前連結会計年度

（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

(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  当社及び国内連結子会社は役員の退職慰労金の

支払に備えるため、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。 

同左 

(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。 

同左 

  

(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。 

───────── 

(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 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており

ます。 

          同左 

 消費税等の会計処理     

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 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。 

同左 

７ 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19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

 ──────────────  （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当連結会計

年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計制度

委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を適用しております。  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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 1,511百万円 

建物減価償却累計額 814百万円 

土地     21百万円 

建物 1,524百万円 

建物減価償却累計額 848百万円 

※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） 

土地 523百万円  土地 523百万円  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

１年以内返済予定の長期借入金 190百万円 

長期借入金 380百万円 

計 570百万円 

１年以内返済予定の長期借入金 151百万円 

長期借入金 151百万円 

計 303百万円 

※３ 関連会社に対するものは、次の通りであります。 ※３ 関連会社に対するものは、次の通りであります。 

投資有価証券（株式） 1,131百万円 投資有価証券（株式） 1,241百万円 

 ４        ────────────── 

  

  

 ４ 偶発債務 

    訴訟 

 平成20年12月17日、東日本高速道路株式会社（旧日本道路公

団）から、当社が同社に売却した土地の土壌処理工事に要した

費用として東京地方裁判所に1,417百万円及び付帯する遅延損

害金の損害補償請求訴訟を提起されております。 

５ 債権流動化に伴う買戻限度額 880百万円 ５               ────────────── 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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 2,508百万円 

給料及び賃金 734百万円 

賞与 106百万円 

賞与引当金繰入額 94百万円 

貸倒引当金繰入額 0百万円 

退職給付費用 48百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 33百万円 

売上品発送費 2,109百万円 

給料及び賃金 762百万円 

賞与 121百万円 

賞与引当金繰入額 74百万円 

貸倒引当金繰入額 10百万円 

退職給付費用 53百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 23百万円 

※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。 

89百万円 132百万円 

※３       ────────────── ※３ 固定資産売却益の内訳 

  
土地 41百万円 

計 41百万円 

※４ 設備集約に伴う損失の内訳  

 引抜鋼管の製造を、関西事業所大阪と鹿島事業所の２事業所

体制から、 新鋭の鹿島事業所に集約することとし、関西事業

所大阪の引抜鋼管製造設備を休止したことによる損失でありあ

ます。 

※４             ────────────── 

 たな卸資産除却損 23百万円  

 固定資産減損損失 

（機械装置及び運搬具他） 

19百万円  

      

      

※５ 固定資産売却損の内訳  ※５             ──────────────  

機械装置及び運搬具 1百万円 

工具器具及び備品 0百万円 

計 1百万円 

      

      

      

※６             ────────────── ※６ ＳＴＩのテネシー州ダンラップ工場を当面休止し、インディア

ナ州シーモア工場に集約することを決定したことに伴い、ダン

ラップ工場の固定資産を全額、減損処理したものであります。 

※７ 過年度法人税等還付額の内容 

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

関する更正処分を不服として、関東信越国税不服審判所に審査

請求書を提出し、審査中でありましたが、平成19年９月に関東

信越国税不服審判所より裁決書を受領し、法人税600百万円を取

り消す旨、通知を受けました。これに法人住民税、法人事業税

の還付額を加えたものであります。    

※７             ────────────── 
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前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加5,270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 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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）  27,257  5,270  －  32,527

合計  27,257  5,270  －  32,527

  
（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19年５月24日 

取締役会 
普通株式  130  4 平成19年３月31日 平成19年６月11日 

平成19年10月31日 

取締役会 
普通株式  163  5 平成19年９月30日 平成19年12月４日 

  
（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20年５月26日 

取締役会 
普通株式  163 利益剰余金   5 平成20年３月31日 平成20年６月10日
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当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加288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 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
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）  32,527  288  －  32,815

合計  32,527  288  －  32,815

  
（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20年５月26日 

取締役会 
普通株式  163  5 平成20年３月31日 平成20年６月10日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  163  5 平成20年９月30日 平成20年12月４日 

  
（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21年５月22日 

取締役会 
普通株式  163 利益剰余金   5 平成21年３月31日 平成21年６月９日
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （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20,336百万円であり、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。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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 405百万円 

短期貸付金（注） 18,953百万円 

現金及び現金同等物 19,358百万円 

現金及び預金 877百万円 

短期貸付金（注） 11,808百万円 

現金及び現金同等物 12,686百万円 

（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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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  69,688  225  69,914  －  69,914

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 －  －  －  －  －

計  69,688  225  69,914  －  69,914

営業費用  63,664  111  63,776  －  63,776

営業利益  6,024  114  6,138  －  6,138

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出           

資産  41,088  717  41,806  20,336  62,142

減価償却費  1,796  33  1,829  －  1,829

資本的支出  917  4  921  －  921
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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13,303百万円であり、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。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （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20,336百万円であり、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。 

  
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  66,741  231  66,972  －  66,972

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 －  －  －  －  －

計  66,741  231  66,972  －  66,972

営業費用  61,271  124  61,396  －  61,396

営業利益  5,469  106  5,575  －  5,575

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出           

資産  41,274  697  41,972  13,303  55,275

減価償却費  1,363  33  1,397  －  1,397

資本的支出  810  13  823  －  823

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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  53,956  13,728  2,229  69,914  －  69,914

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 －  －  －  －  －  －

計  53,956  13,728  2,229  69,914  －  69,914

営業費用  49,002  12,822  1,951  63,776  －  63,776

営業利益  4,954  906  278  6,138  －  6,138

Ⅱ 資産  33,648  6,559  1,597  41,806  20,336  62,142
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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13,303百万円であり、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。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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。 

  
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  53,607  10,488  2,876  66,972  －  66,972

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 －  －  －  －  －  －

計  53,607  10,488  2,876  66,972  －  66,972

営業費用  49,191  9,813  2,392  61,396  －  61,396

営業利益  4,415  675  484  5,575  －  5,575

Ⅱ 資産  36,087  3,912  1,972  41,972  13,303  55,275

ｃ．海外売上高

  米国  中国 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 13,728  2,229 15,957

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － 69,914

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 19.6  3.2 22.8

  米国  中国 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,488  2,876 13,365

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － 66,972

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 15.7  4.3 20.0
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 （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。 

該当事項はありません。 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプショ

ン、企業結合に関する注記事項については、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。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

１株当たり純資産額  1,119円36銭 

１株当たり当期純利益金額 142円13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   1,175円09銭 

１株当たり当期純利益金額       89円08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。 

  
前連結会計年度

（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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）           4,645  2,910

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）  4,645  2,910

普通株式の期中平均株式数（株）  32,680,527  32,677,726

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21 24

売掛金 9,409 11,783

製品 2,619 1,840

積送品 2 9

原材料 2,519 3,832

仕掛品 777 711

貯蔵品 3,390 3,391

前払費用 12 56

繰延税金資産 320 288

短期貸付金 18,958 11,811

未収入金 304 451

貸倒引当金 △2 －

流動資産合計 38,334 34,200

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,639 5,660

減価償却累計額 △2,359 △2,466

建物（純額） 3,280 3,193

構築物 715 748

減価償却累計額 △470 △511

構築物（純額） 245 236

機械及び装置 10,934 10,744

減価償却累計額 △8,670 △8,630

機械及び装置（純額） 2,263 2,114

車両運搬具 37 38

減価償却累計額 △27 △29

車両運搬具（純額） 9 8

工具、器具及び備品 875 891

減価償却累計額 △752 △773

工具、器具及び備品（純額） 123 117

土地 4,858 4,771

リース資産 － 3

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 3

建設仮勘定 144 135

有形固定資産合計 10,925 10,581

無形固定資産   

ソフトウエア 136 95

その他 3 3

無形固定資産合計 139 98
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 229 229

関係会社株式 3,145 3,153

関係会社出資金 359 359

従業員長期貸付金 8 9

投資不動産（純額） 717 697

その他 32 35

投資その他の資産合計 4,493 4,485

固定資産合計 15,557 15,165

資産合計 53,892 49,366

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,010 7,016

リース債務 － 0

未払金 1,627 739

未払費用 821 650

未払法人税等 1,533 718

預り金 64 67

賞与引当金 412 397

流動負債合計 16,469 9,590

固定負債   

リース債務 － 2

繰延税金負債 3,018 2,985

退職給付引当金 189 26

役員退職慰労引当金 63 81

預り保証金 6 6

固定負債合計 3,276 3,103

負債合計 19,746 12,693

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,801 4,801

資本剰余金   

資本準備金 3,885 3,885

資本剰余金合計 3,885 3,885

利益剰余金   

利益準備金 524 524

その他利益剰余金   

設備改善積立金 10 10

配当準備積立金 230 230

圧縮記帳積立金 4,853 4,684

別途積立金 12,050 12,050

繰越利益剰余金 7,805 10,501
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 25,473 28,000

自己株式 △15 △15

株主資本合計 34,145 36,672

純資産合計 34,145 36,672

負債純資産合計 53,892 49,366
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 48,084 48,153

商品売上高 3,034 2,940

不動産事業収入 225 231

売上高合計 51,345 51,325

売上原価   

製商品売上原価   

製品期首たな卸高 2,312 2,621

当期商品仕入高 2,910 2,865

当期製品製造原価 39,871 39,383

合計 45,094 44,870

他勘定振替高 7 13

製品期末たな卸高 2,621 1,850

製商品売上原価合計 42,465 43,007

不動産事業売上原価 111 124

売上原価合計 42,576 43,132

売上総利益 8,768 8,193

販売費及び一般管理費   

販売手数料 370 336

売上品発送費 2,141 1,836

役員報酬 152 201

従業員給料及び手当 532 611

賞与引当金繰入額 90 69

退職給付引当金繰入額 43 48

役員退職慰労引当金繰入額 14 18

減価償却費 123 44

試験研究費 113 146

その他 683 741

販売費及び一般管理費合計 4,264 4,055

営業利益 4,503 4,137

営業外収益   

受取利息 144 145

受取配当金 229 178

受取賃貸料 125 116

その他 114 137

営業外収益合計 614 578
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

固定資産除却損 28 32

賃貸収入原価 66 54

売上債権売却損 80 57

その他 4 6

営業外費用合計 179 150

経常利益 4,938 4,565

特別利益   

固定資産売却益 － 41

特別利益合計 － 41

特別損失   

設備集約に伴う損失 43 －

固定資産売却損 1 －

特別損失合計 45 －

税引前当期純利益 4,892 4,607

法人税、住民税及び事業税 2,020 1,753

過年度法人税等還付額 △871 －

法人税等調整額 △125 △0

法人税等合計 1,024 1,753

当期純利益 3,868 2,854
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,801 4,801

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,801 4,801

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,885 3,885

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,885 3,885

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 524 524

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 524 524

その他利益剰余金   

設備改善積立金   

前期末残高 10 10

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10 10

配当準備積立金   

前期末残高 230 230

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 230 230

圧縮記帳積立金   

前期末残高 5,110 4,853

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △256 △168

当期変動額合計 △256 △168

当期末残高 4,853 4,684

別途積立金   

前期末残高 12,050 12,050

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,050 12,050
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,974 7,805

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 256 168

剰余金の配当 △294 △326

当期純利益 3,868 2,854

当期変動額合計 3,831 2,695

当期末残高 7,805 10,501

利益剰余金合計   

前期末残高 21,899 25,473

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △294 △326

当期純利益 3,868 2,854

当期変動額合計 3,574 2,527

当期末残高 25,473 28,000

自己株式   

前期末残高 △10 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 △4 △0

当期末残高 △15 △15

株主資本合計   

前期末残高 30,576 34,145

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △326

当期純利益 3,868 2,854

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 3,569 2,527

当期末残高 34,145 36,672

純資産合計   

前期末残高 30,576 34,145

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △326

当期純利益 3,868 2,854

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 3,569 2,527

当期末残高 34,145 36,672
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 該当事項はありません。 

  

役員の異動 

①代表取締役の異動 

  ・退任予定代表取締役会長 

  代表取締役会長 藤原 勝行（当社社友就任予定） 

   代表者の異動につきましては、本日「代表取締役の異動に関するお知らせ」において公開しております。 

②その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

  取締役  柾木 政義（現 鹿島事業所長） 

  取締役  鳥巣 達郎（現 名古屋支社長） 

  取締役  長谷川 重幸（現 支配人） 

 ・退任予定取締役 

  常務取締役 羽鳥 正昭（スミテック鋼管㈱社長就任予定） 

             （スミテック鋼管㈱ 社長 高本 克己は退任 同社社友に就任予定）  

 ・昇任取締役候補 

  常務取締役 河合 和男（現 取締役関西事業所長）  

 

③就任予定日 

 平成21年６月26日 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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