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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 24,045 △33.8 △1,516 ― △1,438 ― △902 ―

21年3月期第3四半期 36,319 ― 414 ― 464 ― 360 ―

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 △15.49 ―

21年3月期第3四半期 6.08 ―

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 39,232 21,643 48.4 327.26
21年3月期 42,164 22,717 47.1 338.16

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  18,999百万円 21年3月期  19,868百万円

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  無  
 

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 ― 3.50 ― 1.50 5.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 3.00

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  無  
 

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 33,000 △27.2 △1,400 ― △1,400 ― △850 ― △14.64
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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  有  
［（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧下さい］ 

(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 

 上記の予想は本資料の発売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。なお、上記予想に関する事項につきましては、3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。 

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3四半期 60,453,268株 21年3月期  60,453,268株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,397,430株 21年3月期  1,697,658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 58,216,968株 21年3月期第3四半期 59,263,929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、世界的な金融危機を契機とする急激な景気後退から一部に回復
の兆しが見られるものの、設備投資の大幅な減少、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷が続いており、円高傾向とデフ
レ進行などもあって、依然として景気は先行き不透明な状況で推移しております。 
このような状況のもと、鋼管業界におきましても、期の初めまでは輸出関連・各種製造業・建築関連など全業種に

亘って実需の減少と在庫調整の影響を受け、生産・販売ともに大きく落ち込みました。しかしその後、エコカー減税
やエコポイント制度などに関連する需要が回復傾向にあり、普通鋼製品については生産・販売とも増加しつつありま
す。一方、設備投資関連や建築関連向けの需要は相変わらず低調で、とりわけステンレス製品においてその傾向が強
く回復の足取りは遅いまま推移しております。 
当社グループとしましては、需要の低迷や販売競争の激化など厳しい事業環境にあって、顧客及び仕入先との連携

を密にし、新規需要の開拓と販売価格の是正、徹底した経費削減に努めてまいりました。しかしながら、ステンレス
製品の需要低迷が続くなか販売量の確保、販売価格の是正が思うように進まず、また製造設備の稼働率も徐々に回復
しているものの採算ベースを下回りました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は24,045百万円（前年同期比33.8%減）、営業損失1,516百万円（前

年同期は営業利益414百万円）、経常損失1,438百万円（前年同期は経常利益464百万円）、四半期純損失902百万円
（前年同期は四半期純利益360百万円）となりました。 
  

当第3四半期会計期間末の総資産は39,232百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,931百万円減少しました。流動
資産は25,213百万円となり3,101百万円の減少となりました。これは主に、有価証券の増加451百万円、受取手形及び
売掛金の減少1,034百万円、商品及び製品の減少2,001百万円、原材料及び貯蔵品の減少541百万円であります。固定資
産は14,019百万円となり169百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の増加391百万円、無形固定資産
の増加93百万円、有形固定資産（その他）の減少380百万円であります。 
負債の部は17,589百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,857百万円減少しました。流動負債は15,613百万円とな

り2,285百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の増加650百万円、支払手形及び買掛金の減少2,556百万
円、賞与引当金の減少220百万円であります。固定負債は1,975百万円となり427百万円の増加となりました。これは主
に、退職給付引当金の増加289百万円、その他（繰延税金負債、リース債務等）の増加126百万円であります。 
純資産の部は21,643百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,073百万円減少しました。これは主に、その他有価証

券評価差額金の増加216百万円、利益剰余金の減少990百万円、自己株式の取得による減少100百万円、少数株主持分の
減少204百万円であります。 
  

今後の見通しにつきましては、新興国を中心に海外経済の改善や経済対策に牽引された緩やかな回復が期待される
ものの、一方では為替の動向や先進諸国の景気の下振れ懸念などもあって、引き続き厳しい経営環境で推移すると思
われます。 
当社グループでは、ひも付き受注の拡大や販売価格の是正、設備稼働率引き上げとコスト削減にさらに注力し、業

績の早期回復を実現する所存です。 
 通期の業績予想につきましては、平成21年11月10日に発表いたしました予想に変更はありません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

（棚卸資産の評価方法） 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実 
地棚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います。 

  

該当事項はありません。 
  

・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

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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１【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 4,402 4,433 
受取手形及び売掛金 12,922 13,956 
有価証券 1,858 1,407 
商品及び製品 4,542 6,543 
仕掛品 202 263 
原材料及び貯蔵品 747 1,289 
その他 968 729 
貸倒引当金 △432 △309 

流動資産合計 25,213 28,314 
固定資産   
有形固定資産   
土地 4,454 4,452 
その他 4,022 4,403 
有形固定資産合計 8,477 8,855 

無形固定資産 106 13 
投資その他の資産   
投資有価証券 4,847 4,456 
その他 659 603 
貸倒引当金 △71 △78 

投資その他の資産合計 5,435 4,981 

固定資産合計 14,019 13,849 

資産合計 39,232 42,164 
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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 9,094 11,651 
短期借入金 5,498 4,848 
未払法人税等 13 232 
賞与引当金 156 377 
その他 850 790 
流動負債合計 15,613 17,899 

固定負債   
長期借入金 28 28 
退職給付引当金 1,161 871 
役員退職慰労引当金 311 299 
その他 474 348 
固定負債合計 1,975 1,547 

負債合計 17,589 19,446 
純資産の部   
株主資本   
資本金 3,940 3,940 
資本剰余金 4,155 4,155 
利益剰余金 11,078 12,068 
自己株式 △398 △298 

株主資本合計 18,775 19,866 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 685 468 
繰延ヘッジ損益 0 － 
為替換算調整勘定 △462 △466 

評価・換算差額等合計 223 2 

少数株主持分 2,644 2,848 
純資産合計 21,643 22,717 

負債純資産合計 39,232 42,164 
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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 36,319 24,045 
売上原価 31,779 21,837 
売上総利益 4,539 2,207 

販売費及び一般管理費 4,124 3,724 

営業利益又は営業損失（△） 414 △1,516 

営業外収益   
受取利息 29 12 
受取配当金 117 100 
仕入割引 22 12 
雑収入 79 118 
営業外収益合計 248 243 

営業外費用   
支払利息 64 46 
売上割引 15 8 
退職給付会計基準変更時差異の処理額 92 92 
雑支出 25 18 
営業外費用合計 198 166 

経常利益又は経常損失（△） 464 △1,438 

特別利益   
固定資産売却益 0 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 0 
特別損失   
固定資産除却損 15 5 
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 5 
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（△） 533 △1,443 

法人税、住民税及び事業税 462 7 
法人税等調整額 20 △337 

法人税等合計 483 △330 

少数株主損失（△） △310 △211 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 360 △902 
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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（△） 533 △1,443 

減価償却費 472 462 
固定資産除却損 6 4 
固定資産売却損益（△は益） △0 △0 
収用補償金 △54 － 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △160 116 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 65 288 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41 11 
受取利息及び受取配当金 △146 △113 
支払利息 64 46 
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 1,055 
たな卸資産の増減額（△は増加） △1,187 2,617 
仕入債務の増減額（△は減少） △721 △2,560 
その他 △23 △41 

小計 1,618 444 
利息及び配当金の受取額 151 111 
利息の支払額 △65 △47 
収用補償金の受取額 88 － 
法人税等の支払額 △216 △420 
法人税等の還付額 243 2 
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,820 91 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の増減額（△は増加） － 156 
投資有価証券の取得による支出 △132 △15 
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 △300 
有形固定資産の売却による収入 0 0 
無形固定資産の取得による支出 － △4 
貸付けによる支出 △54 △92 
貸付金の回収による収入 98 57 
その他 4 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △347 △198 

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） △251 634 
長期借入金の返済による支出 △21 △22 
セール・アンド・リースバックによる収入 － 112 
リース債務の返済による支出 － △13 
配当金の支払額 △411 △87 
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 △100 
その他 0 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △844 522 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 6 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 627 420 
現金及び現金同等物の期首残高 5,898 5,840 
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,525 6,261 
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該当事項はありません。 

  

  

 
(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 

  

  

 
(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 

  

(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】

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)

鋼管関連 
事業 
(百万円)

自転車関連 
事業 
(百万円)

その他 
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 34,734 987 597 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

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)

鋼管関連 
事業 
(百万円)

自転車関連 
事業 
(百万円)

その他 
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 22,764 825 455 24,045 ― 24,045

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― 32 32 (32) ―

計 22,764 825 487 24,077 (32) 24,045

営業利益又は営業損失(△) △1,748 15 216 △1,516 (―) △1,516
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 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略していま

す。 

  

  

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略していま

す。 

  

  
 本邦以外の国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しています。 

  

  
 本邦以外の国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しています。 

  

該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

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)

【海外売上高】

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)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

新家工業㈱(7305) 平成22年3月期 第3四半期決算短信

- 9 -


	3連結財務諸表.pdf
	キャッシュフロー.pdf



