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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 47,208 △43.2 2,883 △82.3 3,286 △82.7 1,599 △81.4
21年3月期第2四半期 83,171 ― 16,274 ― 18,964 ― 8,618 ―

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2四半期 18.31 18.30
21年3月期第2四半期 96.46 96.43

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2四半期 238,545 207,245 78.5 2,153.32
21年3月期 246,640 202,374 73.2 2,052.14

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  187,170百万円 21年3月期  180,420百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00
22年3月期 ― 12.50
22年3月期 

（予想） ― 17.50 30.00

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 100,000 △35.2 9,200 △18.5 10,100 △22.7 4,800 ― 55.08

－1－



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、４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） 

(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 
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、４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 ―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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 94,000,000株 21年3月期  94,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  7,078,076株 21年3月期  6,081,593株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 87,349,059株 21年3月期第2四半期 89,350,306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、在庫調整の進展と、政府による景気支援策

の実施、及び中国を中心とした東南アジア地域の経済回復を背景に自動車や電機業界を中心とし

た回復は見られるものの、その回復度合いは業界により大きな格差があり、設備投資や個人消費

の低迷、失業率の増加など、依然として根本的な解決には至っておりません。海外におきまして

は東南アジアの回復は力強さを感じますが、米欧は各国政府の景気支援策頼みの傾向が強く、依

然として不透明な状況にあります。 

当社グループの鋼管事業につきましては、国内に於いて自動車向け需要がある程度回復したこ

とから、販売数量はほぼ予想通りの実績となりました。但し、建築向け需要は引き続き低迷して

おり、前年同期比では大幅なマイナスとなりました。一方年初来続いておりました店売り製品市

況の下落幅も大きく、足下ようやく価格は下げ止まりつつありますが、需要低迷から先行きは依

然不透明であります。また主要原材料であるコイル価格は、国際価格の上昇が足下一段落し、過

剰生産による在庫が急増した中国の市況下落を受け、今後反転下落のリスクが高まっております。

海外の当グループ会社では、コイル価格の上昇に見合った製品価格引き上げを行ってきておりま

すが、特に米国では問屋筋の当用買いの姿勢は変わらず販売数量は引き続き低迷しております。

以上により鋼管事業は、売上高 409 億 1 千 6 百万円（前年同期比 41.0％減）、営業利益 36 億 2

千 7百万円（前年同期比 76.6％減）の結果となりました。 

表面処理鋼板事業につきましては、主力のベトナムにおいて、販売数量及び価格は足下回復傾

向にありますが、上半期（1-6 月）は年初よりの価格下落と数量低迷により、売上高 48 億 3 千 3

百万円（前年同期比 53.4％減）となり、営業損失 4億 1千万円の計上を余儀なくされました。 

その他事業は、国内のポール・照明柱事業で前年並みの業績を納めたこと、ベトナムの棒鋼事

業で製品価格の引き上げを進めたことから、売上高 14 億 5 千 9 百万円（前年同期比 57.2％減）、

営業利益 4 千 5 百万円（前年同期比 85.8％減）と第 1 四半期の赤字から上半期は少額ながら黒

字計上に転換いたしました。 

今後の見通しですが、鋼管事業においては、国内では主力の建築向け需要の回復は見込めず、

需要見合いの生産・販売を継続します。足下回復基調の自動車向け需要も減税措置終結によって、

来年 1-3 月の生産台数の減少が懸念されること等から、数量面は依然厳しい状況が続くと見てお

ります。コイルについては、国内外共に需給が緩和されつつあり、中国の在庫急増と市況軟化の

影響を受け、今後国内外共に価格下落の懸念があります。海外連結子会社３社につきましては、

コイル価格と製品市況価格の上昇により 7-9 月は増収及び利益の確保ができる環境にありました

が、10-12 月には再び価格下落と数量低迷の懸念が高まっており、依然本格的な業績回復は見込

めない状況です。このように下期の鋼管事業は引き続き厳しい環境下に置かれますが、上期同様

総コストの削減に努力し利益の極大化を図って参ります。鋼板事業、その他事業においては、ベ

トナム国内の需要拡大に伴って、鋼板及び棒鋼の販売数量を確保しながら売上と利益確保に注力

して参ります。 

また、ベトナムのサンスチール・ジョイント・ストック・カンパニーにおける、１６インチミ

ル新設及びハノイにおける製管工場新設は計画通り進捗しており、それぞれ来年５月及び 8 月頃

の稼働を目指してまいります。米国のレビット・チューブ・カンパニーにつきましても、品質向

上、効率生産及び短納期体制確立のために造管機の改造に着手しております。 

なお、持分法適用関連会社である(株)セイケイは建築向け需要の大幅な落込みから、第 2 四半

期決算に於いて当期損失を計上致しました。下期も環境の好転は見込めず赤字幅が更に拡大する

と予想されることから、当第２四半期決算に於いて、のれん全額償却を含めた持分法投資損失約

7億円を計上致しました。 

以上の結果、第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は 472 億 8 百万円（前年同期比

43.2％減）、営業利益は 28 億 8 千 3 百万円（前年同期比 82.3％減）、経常利益は 32 億 8 千 6

百万円（前年同期比 82.7％減）、四半期純利益は 15 億 9 千 9 百万円（前年同期比 81.4％減）と

なりました。 

尚、対米ドル換算レートは 1米ドル 95 円 47 銭であります。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は2,385億4千5百万円（前連結会計年度比80億9千

4百万円の減少）（前連結会計年度比3.3％減）となりました。 

主な内容は、原材料及び貯蔵品が73億7千7百円減少したことにより流動資産合計で116億3千7

百万円減少しました。固定資産については、株式の時価の上昇により投資有価証券が64億4千7百

万円増加したことにより、固定資産合計で35億4千2百万円増加しました。 

 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は312億9千9百万円（前連結会計年度比129億6千6百

万円の減少）（前年連結会計年度比29.3％減）となりました。 

主な内容は、支払手形及び買掛金が79億8千4百万円減少、短期借入金が35億6千6百万円減少し

たことにより、流動負債合計で133億6千5百万円減少しました。固定負債については、株式の時

価評価に関わる繰延税金負債が6億8千4百万円増加したことなどにより、固定負債合計で3億9千9

百万円増加しました。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は2,072億4千5百万円（前連結会計年度比48億7千

1百万円の増加）（前連結会計年度比2.4％増）となりました。 

主な内容は、その他有価証券評価差額金が62億3千4百万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２１年８月７日に業績予想を公表しておりますが、当社グループの主力である建築向けの

需要の回復が見込めないことなどから、売上については減少が予想されます。利益面では、総

コストの削減などにより、増加いたしますが、単体における投資有価証券評価損計上の影響な

どから、当期純利益については減少を予想しております。 

    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） 

 

該当事項はありません。 

 

(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

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) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 

 該当事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 43,882 45,639

受取手形及び売掛金 24,359 25,952

有価証券 7,626 5,277

商品及び製品 7,784 9,683

原材料及び貯蔵品 13,759 21,136

その他 4,505 5,869

貸倒引当金 △321 △324

流動資産合計 101,596 113,234

固定資産   

有形固定資産   

土地 29,454 29,418

その他 34,900 35,376

有形固定資産合計 64,355 64,795

無形固定資産   

のれん 2,923 3,118

その他 2,379 2,362

無形固定資産合計 5,302 5,481

投資その他の資産   

投資有価証券 61,122 54,675

その他 6,235 8,511

貸倒引当金 △66 △57

投資その他の資産合計 67,291 63,129

固定資産合計 136,948 133,405

資産合計 238,545 246,640
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,574 18,559

短期借入金 9,448 13,014

未払法人税等 2,139 1,210

賞与引当金 871 870

役員賞与引当金 60 68

その他 2,703 5,439

流動負債合計 25,797 39,163

固定負債   

長期借入金 457 585

退職給付引当金 3,496 3,601

役員退職慰労引当金 59 95

繰延税金負債 915 231

その他 573 589

固定負債合計 5,501 5,102

負債合計 31,299 44,265

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,595 9,595

資本剰余金 15,821 15,821

利益剰余金 177,496 176,224

自己株式 △16,561 △14,712

株主資本合計 186,352 186,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,682 △1,552

為替換算調整勘定 △3,863 △4,955

評価・換算差額等合計 818 △6,508

新株予約権 68 61

少数株主持分 20,006 21,892

純資産合計 207,245 202,374

負債純資産合計 238,545 246,640
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 83,171 47,208

売上原価 61,455 39,679

売上総利益 21,716 7,529

販売費及び一般管理費 5,441 4,646

営業利益 16,274 2,883

営業外収益   

受取利息 263 123

受取配当金 2,123 790

持分法による投資利益 514 －

その他 432 672

営業外収益合計 3,334 1,586

営業外費用   

支払利息 258 237

持分法による投資損失 － 531

不動産賃貸費用 121 173

その他 265 241

営業外費用合計 644 1,183

経常利益 18,964 3,286

特別利益   

固定資産売却益 72 163

投資有価証券売却益 － 127

その他 1 －

特別利益合計 73 290

特別損失   

固定資産除却損 69 8

投資有価証券売却損 1,148 1

投資有価証券評価損 1,028 261

その他 7 7

特別損失合計 2,252 279

税金等調整前四半期純利益 16,784 3,297

法人税等 6,361 1,789

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,804 △91

四半期純利益 8,618 1,599
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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) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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） 

 

 
鋼管事業 

(百万円) 

表面処理鋼板
事業 

(百万円) 

その他 

(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 69,376 10,383 3,411 83,171  －  83,171 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － －  －  － 

計 69,376 10,383 3,411 83,171  －  83,171 

営業利益又は営業損失(△) 15,489 808 321 16,619  △344  16,274 

(注) １ 事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区に属する主な製品 

事業区分 主要製品 

鋼管事業 構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管 

表面処理鋼板事業 鍍金コイル、カラーコイル 

その他 棒鋼、照明柱 

 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 
鋼管事業 

(百万円) 

表面処理鋼板
事業 

(百万円) 

その他 

(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 40,916 4,833 1,459 47,208  －  47,208 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － －  －  － 

計 40,916 4,833 1,459 47,208  －  47,208 

営業利益又は営業損失(△) 3,627 △410 45 3,261  △378  2,883 

(注) １ 事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

事業区分 主要製品 

鋼管事業 構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管 

表面処理鋼板事業 鍍金コイル、カラーコイル 

その他 棒鋼、照明柱 

 

 

－8－

丸一鋼管㈱　（5463）　平成22年3月期　第2四半期決算短信



 

【所在地別セグメント情報】 

前第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） 

 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

アジア 

(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 62,690 10,148 10,332 83,171  －  83,171 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

57 － － 57  △57  － 

計 62,748 10,148 10,332 83,229  △57  83,171 

営業利益又は営業損失(△) 13,567 1,821 885 16,274  －  16,274 

(注) １ 事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 区分に属する主な国又は地域 

  北米・・・米国 

  アジア・・・ベトナム 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

アジア 

(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 37,317 5,280 4,610 47,208  －  47,208 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

41 － － 41  △41  － 

計 37,358 5,280 4,610 47,250  △41  47,208 

営業利益又は営業損失(△) 3,821 △402 △534 2,883  △0  2,883 

(注) １ 事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 区分に属する主な国又は地域 

  北米・・・米国 

  アジア・・・ベトナム 
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【海外売上高】 

前第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） 

 

 北米 
アジア・オセ

アニア 
その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,291  6,530 1,081 17,904  

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － － 83,171  

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

12.4  7.9 1.3 21.5  

(注) １ 区分に属する主な国又は地域 

 北米・・・・・・・・・・米国、カナダ 

 アジア・オセアニア・・・ベトナム、カンボジア、インドネシア、マレーシア、オーストラリア 

 その他・・・・・・・・・中東 

２ 海外売上高は、当社及び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。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 北米 
アジア・オセ

アニア 
その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,299  4,634 325 10,259  

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － － 47,208  

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

11.2  9.8 0.7 21.7  

(注) １ 区分に属する主な国又は地域 

 北米・・・・・・・・・・米国、カナダ 

 アジア・オセアニア・・・ベトナム、カンボジア、インドネシア、マレーシア、オーストラリア 

 その他・・・・・・・・・中東 

２ 海外売上高は、当社及び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。 

  

  

  

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

自己株式の取得 

 当社は平成21年5月12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899百万円増加（株主資本の減少）しております。 

 また、平成21年5月29日開催の取締役会においても、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957百万

円増加（株主資本の減少）しております。 
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