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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 9,688 △45.8 △830 ― △714 ― △407 ―

21年3月期第1四半期 17,888 ― 2,117 ― 2,205 ― 1,306 ―

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

22年3月期第1四半期 △12.47 ―

21年3月期第1四半期 39.99 ―

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

22年3月期第1四半期 52,375 39,495 72.7 1,164.56
21年3月期 55,275 39,724 69.5 1,175.09

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  38,055百万円 21年3月期  38,399百万円

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  

平成22年３月期の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

（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

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 ― ― ―

3.  平成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）

（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

21,500 △43.0 △1,600 ― △1,500 ― △800 ― △24.48

通期 47,000 △29.8 △1,400 ― △1,100 ― △600 ― △18.36
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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) 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  無  

(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） 

(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 

１．平成21年４月30日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．前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、実際の業績は今後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。
前記の予想に関する事項については、添付資料４ページの【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ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 32,710,436株 21年3月期  32,710,436株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  32,815株 21年3月期  32,815株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 32,677,621株 21年3月期第1四半期 32,677,846株
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・国内の状況   

 当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、昨年来の世界同時不況の中、景気回復の目途が立たない厳しい状況が

続きました。 

 こうした中、当社グループの国内販売につきましても、当社グループの主要な需要分野である自動車・建設機械分

野及び土木建築分野共に需要低迷が継続し、当社グループの販売量も大幅に減少いたしました。 

 一方、鉄鋼原材料の価格下落に伴い、主要な材料である熱延コイルの価格も下落しつつあり、需要量低迷とあいま

って、鋼管の市況も悪化してまいりました。 

 当社グループといたしましては、販売価格の維持に努める一方、当社の社長を委員長とする「緊急コスト改革委員

会」を設置し、コストの合理化を加速しております。 

・海外の状況 

 当社の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、未曽有の

景気低迷の中、自動車需要が落ち込んでおります。これを受けて、主要な需要分野が自動車であるＳＴＩの販売も前

年同期比減少となりました。 

 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は、世界同時不況の影響

が懸念されたものの、自動車分野の需要は堅調に推移しました。特に、ＧＹＡの主要なユーザーであります日系自動

車各社の生産は順調に回復してまいりました。こうした中、ＧＹＡの販売も前年同期比増加いたしました。 

・連結業績の状況 

   これらの結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、日米両国における販売数量の大幅な減少が

影響し、連結売上高は9,688百万円（前年同期比8,199百万円 45.8%減少）、連結営業損失は830百万円(前年同期は連

結営業利益2,117百万円）、連結経常損失は714百万円（前年同期は連結経常利益2,205百万円）、四半期純損失は407

百万円（前年同期は四半期純利益1,306百万円）となりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、52,375百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,900百万

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2,818百万円減少したこと等によるものであり

ます。流動資産の減少は、短期貸付金が503百万円増加したものの、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が2,636

百万円、原材料及び貯蔵品が1,005百万円減少したこと等によるものであります。 

  当第１四半期連結会計期間末の負債につきましては、12,880百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,671百万円

減少いたしました。これは、仕入の減少により支払手形及び買掛金が1,664百万円、法人税等の支払により未払法人

税等が723百万円減少したこと等によります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産につきましては、39,495百万円となり、前連結会計年度末に比べ229百万円

減少いたしました。これは、四半期純損失の計上により407百万円、配当金の支払により163百万円減少し、対米ドル

及び対人民元の為替レートが前連結会計年度末に比べ円安になったことから、為替換算調整勘定が226百万円増加し

たこと等によるものであります。  

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

住友鋼管㈱　(5457)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

-3-



  

 平成22年３月期の業績見通しに関しましては、自動車・建設機械分野及び土木建築分野共に、需要の回復はまだま

だ不透明でありますが、販売価格の維持・徹底的なコスト合理化など収益改善に取り組む結果、第２四半期連結累計

期間の連結売上高21,500百万円、連結営業損失1,600百万円、連結経常損失1,500百万円、連結四半期純損失800百万

円、通期の連結売上高47,000百万円、連結営業損失1,400百万円、連結経常損失1,100百万円、連結当期純損失600百

万円といたします。 

  

   

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。 

   

・会計処理基準に関する事項の変更 

 税金費用の計算方法の変更  

 従来、税金費用については、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したが、当第

１四半期連結会計期間より、年度決算と同様の方法により計算する方法に変更しております。 

 これは経営環境が著しく変化し、業績が悪化したことにより第１四半期連結会計期間において税務上の繰越欠

損金が発生し、また、通期でも税務上の繰越欠損金の発生が見込まれることとなったため、年度決算と同様の方

法で税金費用を計算する必要があると判断したものであります。 

 なお、この変更により当第１四半期連結会計期間の四半期純損失は30百万円減少しております。  

・表示方法の変更（四半期連結貸借対照表） 

 前第１四半期連結会計期間において、「有形固定資産」に含めて表示しておりました「土地」は、資産の総額

の100分の10を超えたため、区分掲記しました。なお、前第１四半期連結会計期間末の「有形固定資産」に含ま

れる「土地」は5,932百万円であります。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

第２四半期連結累計期間連結業績予想（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

  単位 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（A) 百万円  21,500  △ 2,200  △ 2,000  △ 1,100

今回予想（B) 百万円  21,500  △ 1,600  △ 1,500  △ 800

増減額（B)－(A) 百万円 -  600  500  300

増減率 ％ - - - - 

          

通期連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

  単位 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（A) 百万円  47,000  △ 1,900  △ 1,500  △ 800

今回予想（B) 百万円  47,000  △ 1,400  △ 1,100  △ 600

増減額（B)－(A) 百万円 -  500  400  200

増減率 ％ - - - - 

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,358 877

受取手形及び売掛金 10,909 13,546

商品及び製品 2,209 2,399

仕掛品 1,340 1,413

原材料及び貯蔵品 6,841 7,846

繰延税金資産 261 364

短期貸付金 12,315 11,811

その他 672 476

貸倒引当金 △14 △21

流動資産合計 35,895 38,714

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,824 5,822

その他（純額） 8,289 8,302

有形固定資産合計 14,114 14,125

無形固定資産 156 158

投資その他の資産 2,207 2,277

資産合計 52,375 55,275
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,709 8,373

短期借入金 163 151

1年内返済予定の長期借入金 204 189

未払金 448 776

未払法人税等 25 749

賞与引当金 147 460

その他 1,611 926

流動負債合計 9,310 11,627

固定負債   

長期借入金 204 189

繰延税金負債 3,126 3,441

退職給付引当金 67 69

役員退職慰労引当金 55 100

その他 115 122

固定負債合計 3,569 3,923

負債合計 12,880 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 30,057 30,628

自己株式 △15 △15

株主資本合計 38,729 39,300

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △674 △901

評価・換算差額等合計 △674 △901

少数株主持分 1,439 1,325

純資産合計 39,495 39,724

負債純資産合計 52,375 55,275
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 17,888 9,688

売上原価 14,422 9,532

売上総利益 3,465 156

販売費及び一般管理費 1,347 986

営業利益又は営業損失（△） 2,117 △830

営業外収益   

受取利息 45 13

受取賃貸料 31 27

持分法による投資利益 63 15

助成金収入 － 59

その他 17 25

営業外収益合計 157 141

営業外費用   

支払利息 13 4

売上債権売却損 23 －

賃貸収入原価 17 15

その他 15 6

営業外費用合計 70 26

経常利益又は経常損失（△） 2,205 △714

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,205 △714

法人税、住民税及び事業税 806 △100

法人税等調整額 － △231

法人税等合計 806 △332

少数株主利益 92 25

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,306 △407
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

2,205 △714

減価償却費 368 253

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △45

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △309 △312

受取利息及び受取配当金 △45 △13

支払利息 13 4

持分法による投資損益（△は益） △63 △15

有形固定資産除却損 3 2

売上債権の増減額（△は増加） △57 2,766

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,155 1,382

その他の流動資産の増減額（△は増加） △237 6

仕入債務の増減額（△は減少） 846 △1,935

その他の流動負債の増減額（△は減少） 662 551

その他の固定負債の増減額（△は減少） △0 △0

その他 △0 △36

小計 2,196 1,883

利息及び配当金の受取額 149 124

利息の支払額 △13 △4

法人税等の支払額 △1,886 △721

営業活動によるキャッシュ・フロー 445 1,281

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 △182 △214

無形固定資産の取得による支出 △2 △5

その他 7 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △177 △205

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） △81 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △163 △153

少数株主への配当金の支払額 △2 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △246 △153

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32 985

現金及び現金同等物の期首残高 19,358 12,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,391 13,671
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 該当事項はありません。 

  

  

前第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） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

 （注）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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  17,831  56  17,888 -  17,888

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

- - - - -

計  17,831  56  17,888 -  17,888

    営業利益  2,093  24  2,117 -  2,117

  
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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  9,630  58  9,688 -  9,688

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 -  -  -  -  - 

計  9,630  58  9,688  -  9,688

    営業利益又は営業損失（△）  △860  30  △830  -  △830
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前第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） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

  

  

前第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） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注） １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  14,136  3,121  629  17,888 -  17,888

(2）セグメント間の内部売上
    高又は振替高 

- - - - - -

計  14,136  3,121  629  17,888 -  17,888

   営業利益  1,770  241  105  2,117 -  2,117

  
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  7,542  1,378  767  9,688 -  9,688

(2）セグメント間の内部売上
    高又は振替高 -  -  - -   -  - 

計  7,542  1,378  767  9,688  -  9,688

   営業利益又は営業損失（△）  △708  △245  116  △838   7  △830

〔海外売上高〕

  米国 中国 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  3,121  629  3,751

Ⅱ．連結売上高（百万円） － －   17,888

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.5  3.5  21.0

  米国 中国 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  1,378  767  2,146

Ⅱ．連結売上高（百万円）  -  -  9,688

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  14.2  7.9  22.1

（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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