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

22年3月期第3四半期 34,259 △39.1 △393 ― △13 ― 1 △100.0

21年3月期第3四半期 56,239 ― 5,885 ― 6,220 ― 3,667 ―

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3四半期 0.05 ―

21年3月期第3四半期 112.22 ―

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3四半期 56,234 39,651 67.8 1,167.51
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3四半期  38,151百万円 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  

期末配当予想５円の内、１円は住友鋼管発足10周年の記念配当であります。 

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 2.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 7.00

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 48,000 △28.3 200 △96.4 700 △88.4 300 △89.7 9.18
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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10月30日に公表いたしました平成22年３月期通期の連結業績予想を修正しております。 
詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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、添付資料の３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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 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3四半期  32,912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3四半期 32,677,605株 21年3月期第3四半期 32,677,752株
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業績の状況 

・国内の状況 

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、昨年度来の世界同時不況の中、政府の景気対策効果や中国などアジア

諸国の復調により、徐々に景気が回復してまいりましたが、なお低水準の経済状況が続いています。  

 こうした中、当第３四半期累計期間の当社グループの国内販売につきましては、当社グループの主要な需要分野で

ある自動車分野は回復してまいりましたが、建設機械分野及び土木建築分野は需要低迷が継続し、当社グループの販

売は、前年同期比減少いたしました。  

 一方、主要な材料である熱延コイルの価格下落と需要量低迷があいまって、鋼管の市況も下落いたしました。 

 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）があります米国に関しましては、ＳＴＩの主要

な需要分野である自動車分野は未曽有の景気低迷から回復してまいりましたが、なお低位に留まっており、ＳＴＩの

販売も、前年同期比減少となりました。こうした需要環境を受け、ＳＴＩはテネシー州ダンラップ工場を休止し、イ

ンディアナ州シーモア工場に生産を集約することにより、生産効率の改善に努めています。 

 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は、ＧＹＡの主要な需要

分野である自動車産業が急速に発展する中、ＧＹＡの主要なユーザーである日系自動車各社の生産も順調に増加して

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、当第３四半期連結累計期間の業績は、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34,259百万円（前年同期比21,979百万円 39.1％減少）、連結営業損失は393百万円（前年同期は連結営業利益

5,885百万円）、連結経常損失は13百万円（前年同期は連結経常利益6,220百万円）、四半期純利益は1百万円（前年

同期比3,665百万円 100.0%減少）となりました。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、56,234百万円となり、前連結会計年度末と比べ958百万円

増加いたしました。これは、減価償却費の範囲内に投資を圧縮したことから、有形固定資産が398百万円減少し、ま

た在庫削減により原材料及び貯蔵品が1,678百万円減少したものの、現金及び預金が777百万円、売掛金が1,377百万

円、その他流動資産が1,081百万円増加したこと等によります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、16,582百万円となり、前連結会計年度末から1,031百万円増

加いたしました。支払手形及び買掛金が1,926百万円増加し、未払法人税等が706百万円、賞与引当金が303百万円減

少いたしました。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、39,651百万円となり、前連結会計年度末から72百万円減少

いたしました。これは配当金の支払により228百万円減少し、少数株主持分が175百万円増加したこと等によるもので

あります。 

  

  

平成22年３月期通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、需要の見通しに

はまだ不透明な部分は残りますが、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、通期の

連結売上高48,000百万円、連結営業利益200百万円、連結経常利益700百万円、連結当期純利益300百万円といたしま

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

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。 

  

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行税率を乗じて計算しておりましたが、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、この変更による損益への影響は軽微であります。 

・表示方法の変更（四半期連結貸借対照表） 

 前第３四半期連結会計期間において、「有形固定資産」含めていた「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３四半期連結会計期間の「有形固定資産」に含まれる「土地」は

5,847百万円であります。 

  

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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,655 877

受取手形及び売掛金 14,924 13,546

商品及び製品 2,211 2,399

仕掛品 1,454 1,413

原材料及び貯蔵品 6,168 7,846

繰延税金資産 567 364

短期貸付金 11,412 11,811

その他 1,558 476

貸倒引当金 △23 △21

流動資産合計 39,928 38,714

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,822 5,822

その他（純額） 7,904 8,302

有形固定資産合計 13,726 14,125

無形固定資産 180 158

投資その他の資産 2,399 2,277

固定資産合計 16,305 16,561

資産合計 56,234 55,275
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,300 8,373

短期借入金 249 151

1年内返済予定の長期借入金 187 189

未払金 727 776

未払法人税等 43 749

賞与引当金 156 460

その他 1,139 926

流動負債合計 12,804 11,627

固定負債   

長期借入金 93 189

繰延税金負債 3,445 3,441

退職給付引当金 57 69

役員退職慰労引当金 64 100

その他 116 122

固定負債合計 3,778 3,923

負債合計 16,582 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 30,401 30,628

自己株式 △15 △15

株主資本合計 39,073 39,300

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △921 △901

評価・換算差額等合計 △921 △901

少数株主持分 1,500 1,325

純資産合計 39,651 39,724

負債純資産合計 56,234 55,275
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 56,239 34,259

売上原価 46,187 31,514

売上総利益 10,051 2,744

販売費及び一般管理費 4,166 3,137

営業利益又は営業損失（△） 5,885 △393

営業外収益   

受取利息 133 39

受取賃貸料 88 81

持分法による投資利益 216 166

助成金収入 － 112

その他 56 47

営業外収益合計 494 447

営業外費用   

支払利息 32 8

売上債権売却損 57 －

賃貸収入原価 41 39

その他 29 19

営業外費用合計 160 67

経常利益又は経常損失（△） 6,220 △13

特別利益   

固定資産売却益 41 －

特別利益合計 41 －

特別損失   

特別退職金 － 51

特別損失合計 － 51

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（△）

6,262 △64

法人税、住民税及び事業税 2,285 69

法人税等還付税額 － △134

法人税等調整額 － △201

法人税等合計 2,285 △266

少数株主利益 309 199

四半期純利益 3,667 1
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

6,262 △64

減価償却費 1,135 762

退職給付引当金の増減額（△は減少） △136 △11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 △35

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △299 △303

受取利息及び受取配当金 △133 △39

支払利息 32 8

持分法による投資損益（△は益） △216 △166

有形固定資産売却損益（△は益） △41 －

有形固定資産除却損 19 7

売上債権の増減額（△は増加） △6,129 △1,390

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,730 1,811

その他の流動資産の増減額（△は増加） △290 △61

仕入債務の増減額（△は減少） 1,377 1,966

その他の流動負債の増減額（△は減少） 158 101

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1 6

その他 △86 △59

小計 △1,062 2,534

利息及び配当金の受取額 236 150

利息の支払額 △32 △8

法人税等の支払額 △3,054 △1,618

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,912 1,057

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 △860 △476

無形固定資産の取得による支出 △14 △7

有形固定資産の売却による収入 164 －

その他 27 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △683 △448

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） △291 99

リース債務の返済による支出 － △5

長期借入金の返済による支出 △107 △93

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △326 △223

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 △728 △224

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,309 378

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 14,048 13,064
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 該当事項はありません。 

  

  前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

  

  当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

（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  18,460  58  18,519 －  18,519

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － － －

計  18,460  58  18,519 －  18,519

    営業利益  1,873  31  1,904 － 1,904

  
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  12,780  60  12,840 －   12,840

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－  －  －  －  －  

計  12,780  60  12,840 －   12,840

    営業利益  454  31  485 －   485
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  前第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） 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12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。 

 （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 

  

  
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  56,066  172  56,239 －  56,239

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － － －

計  56,066  172  56,239 －  56,239

    営業利益  5,805  80  5,885 － 5,885

  
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  34,081  177  34,259 －  34,259

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － － －

計  34,081  177  34,259 －  34,259

    営業利益又は営業損失（△）  △485  92  △393 － △393
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前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）  

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

（注）国又は地域は、地理的近接度におり区分しております。  

〔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  14,813  2,813  892  18,519 －  18,519

(2）セグメント間の内部売上
    高又は振替高 

－ － － － － －

計  14,813  2,813  892  18,519 －  18,519

   営業利益  1,526  233  144  1,904 －  1,904

  
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  10,205  1,681  953  12,840 －  12,840

(2）セグメント間の内部売上
    高又は振替高 

－ － － － － －

計  10,205  1,681  953  12,840 －  12,840

   営業利益  114  189  172  476  9  485

  
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  44,583  9,261  2,394  56,239 －  56,239

(2）セグメント間の内部売上
    高又は振替高 

－ － － － － －

計  44,583  9,261  2,394  56,239 －  56,239

   営業利益  4,750  743  391  5,885 －  5,885

  
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  27,025  4,587  2,646  34,259 －  34,259

(2）セグメント間の内部売上
    高又は振替高 

－ － － － － －

計  27,025  4,587  2,646  34,259 －  34,259

   営業利益又は営業損失（△）  △788  △47  417  △417  24  △393
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前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）  

  

前第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）  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

〔海外売上高〕

  米国 中国 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  2,813  892  3,705

Ⅱ．連結売上高（百万円） － －   18,519

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 15.2  4.8  20.0

  米国 中国 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  1,681  953  2,635

Ⅱ．連結売上高（百万円） － －   12,840

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  13.1  7.4  20.5

  米国 中国 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  9,261  2,394  11,655

Ⅱ．連結売上高（百万円） － －   56,239

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.5  4.3  20.7

  米国 中国 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  4,587  2,646  7,233

Ⅱ．連結売上高（百万円） － －   34,259

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  13.4  7.7  21.1

（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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