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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 48,199 △28.0 658 △88.2 1,225 △79.8 687 △76.4

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 21.03 ― 1.8 2.2 1.4
21年3月期 89.08 ― 7.8 10.3 8.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  240百万円 21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

22年3月期 56,648 40,497 68.7 1,190.68
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  38,908百万円 21年3月期  38,399百万円

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

22年3月期 2,335 △886 △611 13,533
21年3月期 △4,941 △787 △961 12,686

2.  配当の状況 

（注）平成23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
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 326 11.2 0.9
22年3月期 ― 2.00 ― 5.00 7.00 228 33.3 0.6

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）第２四半期連結累計期間の予想指標については、現時点では適切な予想数値の算定が困難であることから、未定のため記載しておりません。 
なお、当該理由等については４ページの次期の見通しをご覧ください。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 54,000 12.0 2,300 249.0 2,500 104.1 1,300 89.2 39.78
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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） 22年3月期 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  32,973株 21年3月期  32,815株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 35,650 △30.5 △292 ― 207 △95.5 58 △98.0

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

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

22年3月期 1.79 ―

21年3月期 87.34 ―

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 49,615 36,502 73.6 1,117.06
21年3月期 49,366 36,672 74.3 1,122.27

（参考） 自己資本 22年3月期  36,502百万円 21年3月期  36,672百万円

※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23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、政府の景気対策や中国などの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、当社グループの国内販売につきましては、当社の主要な需要分野である自動車分野は、上半期の大幅

な減産から下半期以降回復に転じましたが、なお、低位な水準にとどまっています。また、土木・建築分野では需要

低迷が継続しています。  

  一方、主要な材料である熱延コイル価格の大幅な下落に伴い、需要低迷とあいまって、鋼管の市況も下落いたしま

した。そうした結果、売上高は、昨年比大幅に減少いたしました。 

 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が、昨年来の未曽有の落ち込みから回復してまいりましたが、なお、低位な水準にとど

まっており、ＳＴＩの販売も、前年比減少いたしました。こうした需要環境を受け、ＳＴＩは、ダンラップ工場（テ

ネシー州）を休止しシーモア工場（インディアナ州）に生産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順調に発展する中、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。結果、ＧＹＡの販売は前年比増加いたしました。こうした需要環境下、生産能力を倍増する設備投資

を推進しております。 

・連結業績の状況 

 これらの結果、当社グループの業績は、日米両国での販売減少の影響に加え、熱延コイルの価格下落に伴う棚卸在

庫の評価損が生じ、連結売上高は48,199百万円（前年比18,772百万円、28.0％減）、連結営業利益は658百万円（同

4,916百万円、88.2％減）、連結経常利益は1,225百万円（同4,825百万円、79.8％減）、連結当期純利益は687百万円

（同2,223百万円、76.4％減）となりました。 

・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） 

 売上高は47,964百万円（前年比18,776百万円、28.1％減）、営業利益は536百万円（同4,932百万円、90.2％減）と

なりました。 

（不動産事業） 

 売上高は234百万円（同3百万円、1.7％増）、営業利益は122百万円（同15百万円、14.6％増）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） 

 売上高は37,540百万円（同16,066百万円、30.0％減）、営業損失は130百万円（前年同期は営業利益4,379百万円）

となりました。 

（米国） 

  売上高は6,903百万円（同3,584百万円、34.2％減）、営業利益は199百万円（同476百万円、70.5％減）となりまし

た。 

（中国） 

 売上高は3,755百万円（同878百万円、30.5％増）、営業利益は556百万円（同72百万円、14.9％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23年３月期の業績見通しに関しましては、当社グループの主要な需要分野である自動車産業の需要環境がなお

不透明であること及び土木・建築分野では需要低迷の継続が懸念され、低水準の販売が続くと予想されます。また、

主要な原材料である熱延コイルの価格が高騰すると見込まれ、これに伴い、顧客のご理解を得て、販売価格への転嫁

をお願いせざるを得ない見通しです。 

 このような事態に対し、海外事業の増強やコスト削減取り組みを強化してまいります。 

販売数量および価格の動向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、次期の通期

業績予想につきましては、連結売上高54,000百万円、連結営業利益2,300百万円、連結経常利益2,500百万円、連結当

期純利益は1,300百万円を目指します。一方、次期の第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、かかる状

況を受けて、現時点では適切な予想数値の算定が困難であることから未定としていますが、算定が可能になった時点

で、速やかに開示いたします。次期第１四半期決算発表時に、状況をご報告いたします。 

(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、56,648百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,372百万円増加いた

しました。これは、前連結会計年度末に比べ有形固定資産が489百万円減少したものの、流動資産が1,246百万円、投

資その他の資産が558百万円、それぞれ増加したこと等によります。有形固定資産の減少は、減価償却の進行による

ものであります。原材料価格の下落により原材料及び貯蔵品の資産残高が1,443百万円減少しましたが、足元の販売

量が回復し始め売掛金が1,060百万増加したことと、当期に未収還付法人税等が866百万円発生したことにより流動資

産が増加いたしました。投資その他の資産では持分法による投資利益の計上により投資有価証券で146百万円、繰延

税金資産で237百万円、増加いたしました。  

 当連結会計年度末の負債につきましては、16,150百万円となり、前連結会計年度末に比べ599百万円増加いたしま

した。子会社の借入金の圧縮により、短期借入金が117百万円、長期借入金が189百万円減少し、また、未払法人税等

でも658百万円減少いたしました。一方、生産量回復に伴い支払手形及び買掛金が1,613百万円増加し、環境対策引当

金が117百万円発生したことにより負債の増加となりました。 

 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、40,497百万円となり、前連結会計年度末に比べ

772百万円増加いたしました。これにつきましては、配当金の支払により228百万円減少しましたが、当期純利益の計

上により687百万円増加し、対米ドル為替レートが前連結会計年度に比べ円安となったことから為替換算調整勘定で

も51百万円増加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、投資活動によるキャッ

シュ・フローの減少886百万円と財務活動によるキャッシュ・フローの減少611百万円があったものの、営業活動によ

るキャッシュ・フローの増加2,335百万円があり、前連結会計年度末に比べ846百万円増加し、13,533百万円となりま

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2,335百万円の増加となりました。これは主に、売上債権の増加1,040百万円、法人税等の

支払1,665百万円により、資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益1,063百万円、減価償却費の計上1,036百

万円、たな卸資産の減少1,780百万円、仕入債務の増加1,511百万円等により資金が増加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886百万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616百万円に

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611百万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。 

（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 

  平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

 自己資本比率（％） 56.7 58.9  69.5 68.7

 時価ベースの自己資本比率（％） 48.9 40.8  29.2 32.0

 債務償還年数（年） 1.5 0.2 ―   0.1

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 18.3 65.8 ―    259.4
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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。 

 当期の期末配当金につきましては、上記の基本方針並びに収益の状況を勘案し、１株につき５円とさせていただき

ました。期末配当金のうち、１円は住友鋼管発足10周年の記念配当です。なお、中間配当金１株につき２円と合わせ

た当期の年間配当金は、１株につき７円となります。  

 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。  
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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  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 
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 

・自動車・建設機械用鋼管、建材・配管用鋼管の製造・販売を通じて、より豊かで快適な社会づくりに貢献すると共

に、株主・顧客・社員・地域社会など全てのステークホルダーの信頼を得られるよう、発展していく会社を目指し

ます。 

・そのため、高い技術力を礎に、高品質・高付加価値の製品をいち早く顧客に提供することにより、市場から高い評

価を受ける会社を目指します。 

・また、安全・環境面などのコンプライアンスと充実したコーポレート・ガバナンスを基本に、経営環境の変化にタ

イムリーに対応してまいります。 

（2）目標とする経営指標 

・企業グループ価値の向上を図るため、目標とする経営指標として、連結売上高経常利益率、連結総資産経常利益率

を選択しております。 

（3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

・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が下落し、需要の減退とあいまって、鋼管の市況も下落し

ました。しかしながら、来期は一転、熱延コイル価格が高騰すると見込まれ、顧客のご理解を得て、販売価格に転

嫁せざるを得ない見通しです。また、世界同時不況にて大きく落ち込んだ販売数量は、昨年下期以降回復してきて

いるものの、低位な水準に留まるものと予想されます。 

 当社グループといたしましては、このような販売数量回復の停滞感と熱延コイル価格の乱高下の中、販売価格と

熱延コイル価格の値差を維持することを基本に、昨年設立いたしました「緊急コスト改革委員会」の活動を強化

し、聖域なく全てのコストを合理化するなど、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、昨年下期以降需要が回復してきたものの、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、３次元熱間曲げ焼き入れ（３ＤＱ）技術の開発など、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。 

・海外事業の強化 

  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

ＧＹＡ、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。当社グループといたしましては、ＧＹＡの生産能力倍増投資を決定いたしましたように、今後とも、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 

  当社グループは、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、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

９月、ＳＴＩではダンラップ工場（テネシー州）を休止しシーモア工場（インディアナ州）に生産集約いたしまし

た。このように、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
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 877 1,736

受取手形及び売掛金 13,546 14,607

商品及び製品 2,399 2,057

仕掛品 1,413 1,434

原材料及び貯蔵品 7,846 6,403

繰延税金資産 364 238

短期貸付金 11,811 12,069

未収還付法人税等 － 866

その他 476 560

貸倒引当金 △21 △12

流動資産合計 38,714 39,961

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,859 9,072

減価償却累計額 △4,173 △4,452

建物及び構築物（純額） 4,685 4,620

機械装置及び運搬具 20,218 20,575

減価償却累計額 △16,997 △17,605

機械装置及び運搬具（純額） 3,221 2,969

工具、器具及び備品 1,373 1,425

減価償却累計額 △1,209 △1,276

工具、器具及び備品（純額） 164 148

土地 5,822 5,822

リース資産 23 29

減価償却累計額 △1 △4

リース資産（純額） 22 25

建設仮勘定 208 49

有形固定資産合計 14,125 13,635

無形固定資産 158 214

投資その他の資産   

投資有価証券 1,470 1,617

投資不動産（純額） 697 673

繰延税金資産 48 286

その他 60 258

投資その他の資産合計 2,277 2,836

固定資産合計 16,561 16,686

資産合計 55,275 56,648

住友鋼管㈱　(5457)　平成22年３月期　決算短信

-8-



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,373 9,987

短期借入金 151 33

1年内返済予定の長期借入金 189 191

未払金 776 693

未払法人税等 749 90

賞与引当金 460 389

その他 926 970

流動負債合計 11,627 12,357

固定負債   

長期借入金 189 －

繰延税金負債 3,441 3,429

退職給付引当金 69 53

役員退職慰労引当金 100 69

環境対策引当金 － 117

その他 122 123

固定負債合計 3,923 3,793

負債合計 15,551 16,150

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 30,628 31,086

自己株式 △15 △15

株主資本合計 39,300 39,758

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △901 △850

評価・換算差額等合計 △901 △850

少数株主持分 1,325 1,589

純資産合計 39,724 40,497

負債純資産合計 55,275 56,648
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 66,972 48,199

売上原価 56,284 43,220

売上総利益 10,688 4,979

販売費及び一般管理費 5,112 4,320

営業利益 5,575 658

営業外収益   

受取利息 151 55

受取配当金 0 0

受取賃貸料 116 108

持分法による投資利益 260 240

助成金収入 － 119

その他 160 134

営業外収益合計 689 659

営業外費用   

支払利息 34 9

賃貸収入原価 54 51

固定資産除却損 51 16

売上債権売却損 57 －

その他 16 15

営業外費用合計 215 93

経常利益 6,050 1,225

特別利益   

過年度損益修正益 － 27

固定資産売却益 41 －

特別利益合計 41 27

特別損失   

環境対策引当金繰入額 － 117

特別退職金 － 71

減損損失 1,196 －

特別損失合計 1,196 188

税金等調整前当期純利益 4,895 1,063

法人税、住民税及び事業税 2,128 148

過年度法人税等 － 20

法人税等調整額 △297 △123

法人税等合計 1,831 45

少数株主利益 153 331

当期純利益 2,910 687
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 28,043 30,628

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △228

当期純利益 2,910 687

当期変動額合計 2,584 458

当期末残高 30,628 31,086

自己株式   

前期末残高 △15 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △15 △15

株主資本合計   

前期末残高 36,716 39,300

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △228

当期純利益 2,910 687

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,583 458

当期末残高 39,300 39,758

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定   

前期末残高 △137 △901

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △763 51

当期変動額合計 △763 51

当期末残高 △901 △850
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 1,489 1,325

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △163 263

当期変動額合計 △163 263

当期末残高 1,325 1,589

純資産合計   

前期末残高 38,067 39,724

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △228

当期純利益 2,910 687

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △926 314

当期変動額合計 1,657 772

当期末残高 39,724 40,497
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 4,895 1,063

減価償却費 1,397 1,036

退職給付引当金の増減額（△は減少） △145 △15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23 △30

減損損失 1,196 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △70

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 117

受取利息及び受取配当金 △151 △55

支払利息 34 9

持分法による投資損益（△は益） △260 △240

有形固定資産除却損 51 19

有形固定資産売却損益（△は益） △41 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,410 △1,040

たな卸資産の増減額（△は増加） △557 1,780

その他の流動資産の増減額（△は増加） △126 △82

仕入債務の増減額（△は減少） △5,703 1,511

その他の流動負債の増減額（△は減少） △188 △30

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1 15

その他 △106 △135

小計 △2,102 3,844

利息及び配当金の受取額 255 166

利息の支払額 △34 △9

法人税等の支払額 △3,059 △1,665

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,941 2,335

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 △950 △616

無形固定資産の取得による支出 △44 △50

有形固定資産の売却による収入 164 －

定期預金の預入による支出 － △269

その他 42 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △787 △886

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） △395 △119

長期借入金の返済による支出 △189 △191

配当金の支払額 △326 △228

少数株主への配当金の支払額 △49 △66

リース債務の返済による支出 － △4

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △961 △611

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,672 846

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期末残高 12,686 13,533
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 該当事項はありません。 

  

  

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

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の変更

前連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成21年４月１日から 
平成22年３月31日まで） 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月

17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 この変更による損益への影響はありません。 

──────────  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成21年４月１日から 
平成22年３月31日まで） 

──────────── （連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、営業外収益「その他」に含めて表示して

おりました「助成金収入」は営業外収益の合計額の100分の10を超え

たため、区分掲記しました。なお、前連結会計年度の営業外収益「そ

の他」に含まれる「助成金収入」は59百万円であります。  

（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  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、減損損失及び 

  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

減損損失  1,196  －  1,196  －  1,196

資本的支出  937  13  951  －  951
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 （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。 

４ 会計方針の変更  

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

    「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）（ロ）に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「鋼管事業」で営業費用が146百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。  

  （リース取引に関する会計基準） 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）（ハ）に記載のとおり、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））を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「鋼管事業」で資産が22百万円増加してお

ります。  

    

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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13,709百万円であり、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  47,964  234  48,199  －  48,199

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 －  －  －  －  －

計  47,964  234  48,199  －  48,199

営業費用  47,427  112  47,540  －  47,540

営業利益  536  122  658  －  658

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 
          

資産  42,265  673  42,938  13,709  56,648

減価償却費  1,002  34  1,036  －  1,036

資本的支出  606  9  616  －  616
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前連結会計年度（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。 

    ３  会計方針の変更  

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

       「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）（ロ）に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」で営業費用が146百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。  

      （リース取引に関する会計基準） 

       「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）（ハ）に記載のとおり、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

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、資産が「日本」で10百万円、「中

国」で11百万円増加しております。  

  

          当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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13,709百万円であり、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。 

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  53,607  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  49,227  9,813  2,392  61,432  △36  61,396

営業利益  4,379  675  484  5,539  36  5,575

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

  
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  37,540  6,903  3,755  48,199  －  48,199

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 －  －  －  －  －  －

計  37,540  6,903  3,755  48,199  －  48,199

営業費用  37,671  6,704  3,198  47,574  △33  47,540

営業利益又は営業損失（△）  △130  199  556  625  33  658

Ⅱ 資産  36,270  3,881  2,786  42,938  13,709  56,648
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前連結会計年度（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。 

      

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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。 

      

 （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。 

ｃ．海外売上高

  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

  米国  中国 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,903  3,755 10,658

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － 48,199

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.3  7.8 22.1

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成21年４月１日から 
平成22年３月31日まで） 

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。 

１株当たり純資産額 円 銭 1,190 68

１株当たり当期純利益金額       円03銭 21

 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20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成21年４月１日から 
平成22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）  2,910  687

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）  2,910  687

普通株式の期中平均株式数（株）  32,677,726  32,677,582

（重要な後発事象）
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24 25

売掛金 11,783 12,474

商品及び製品 1,850 1,581

仕掛品 711 748

原材料及び貯蔵品 7,223 6,055

前払費用 56 54

繰延税金資産 288 224

短期貸付金 11,811 12,069

未収還付法人税等 － 846

未収入金 451 551

流動資産合計 34,200 34,632

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,660 5,673

減価償却累計額 △2,466 △2,612

建物（純額） 3,193 3,060

構築物 748 778

減価償却累計額 △511 △547

構築物（純額） 236 230

機械及び装置 10,744 10,909

減価償却累計額 △8,630 △8,893

機械及び装置（純額） 2,114 2,016

車両運搬具 38 38

減価償却累計額 △29 △31

車両運搬具（純額） 8 7

工具、器具及び備品 891 909

減価償却累計額 △773 △794

工具、器具及び備品（純額） 117 115

土地 4,771 4,771

リース資産 3 9

減価償却累計額 △0 △1

リース資産（純額） 3 7

建設仮勘定 135 38

有形固定資産合計 10,581 10,247

無形固定資産   

ソフトウエア 95 63

その他 3 2

無形固定資産合計 98 66
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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 3,153 3,156

出資金 － 121

関係会社出資金 359 359

従業員に対する長期貸付金 9 12

投資不動産（純額） 697 673

その他 35 117

投資その他の資産合計 4,485 4,669

固定資産合計 15,165 14,983

資産合計 49,366 49,615

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,016 8,270

リース債務 0 1

未払金 739 627

未払費用 650 683

未払法人税等 718 －

預り金 67 63

賞与引当金 397 327

流動負債合計 9,590 9,973

固定負債   

リース債務 2 6

繰延税金負債 2,985 2,940

退職給付引当金 26 8

役員退職慰労引当金 81 54

長期預り保証金 6 12

環境対策引当金 － 117

固定負債合計 3,103 3,139

負債合計 12,693 13,113
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

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 4,684 4,561

別途積立金 12,050 12,050

繰越利益剰余金 10,501 10,454

利益剰余金合計 28,000 27,830

自己株式 △15 △15

株主資本合計 36,672 36,502

純資産合計 36,672 36,502

負債純資産合計 49,366 49,615
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 48,153 33,525

商品売上高 2,940 1,890

不動産事業売上高 231 234

売上高合計 51,325 35,650

売上原価   

商品及び製品売上原価   

製品期首たな卸高 2,621 1,850

当期商品仕入高 2,865 1,851

当期製品製造原価 39,384 30,314

合計 44,871 34,016

他勘定振替高 13 12

製品期末たな卸高 1,850 1,581

商品及び製品売上原価 43,007 32,422

不動産事業売上原価 124 112

売上原価合計 43,132 32,535

売上総利益 8,193 3,114

販売費及び一般管理費   

販売手数料 336 355

荷造及び発送費 1,836 1,321

役員報酬 201 196

従業員給料及び手当 611 602

賞与引当金繰入額 69 55

退職給付費用 49 62

役員退職慰労引当金繰入額 18 18

減価償却費 44 28

試験研究費 146 156

その他 741 610

販売費及び一般管理費合計 4,055 3,407

営業利益又は営業損失（△） 4,137 △292

営業外収益   

受取利息 145 46

受取配当金 178 235

受取賃貸料 116 108

助成金収入 － 96

その他 137 81

営業外収益合計 578 567
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

固定資産除却損 32 9

売上債権売却損 57 －

賃貸収入原価 54 51

その他 6 6

営業外費用合計 150 67

経常利益 4,565 207

特別利益   

過年度損益修正益 － 27

固定資産売却益 41 －

特別利益合計 41 27

特別損失   

環境対策引当金繰入額 － 117

特別損失合計 － 117

税引前当期純利益 4,607 117

法人税、住民税及び事業税 1,753 19

過年度法人税等 － 20

法人税等調整額 △0 18

法人税等合計 1,753 59

当期純利益 2,854 58
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 4,853 4,684

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △168 △123

当期変動額合計 △168 △123

当期末残高 4,684 4,561

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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,805 10,501

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 168 123

剰余金の配当 △326 △228

当期純利益 2,854 58

当期変動額合計 2,695 △46

当期末残高 10,501 10,454

利益剰余金合計   

前期末残高 25,473 28,000

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △326 △228

当期純利益 2,854 58

当期変動額合計 2,527 △170

当期末残高 28,000 27,830

自己株式   

前期末残高 △15 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △15 △15

株主資本合計   

前期末残高 34,145 36,672

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △228

当期純利益 2,854 58

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,527 △170

当期末残高 36,672 36,502

純資産合計   

前期末残高 34,145 36,672

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △228

当期純利益 2,854 58

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,527 △170

当期末残高 36,672 36,502
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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 

    該当事項はありません。 

   

②その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

  社外取締役     岩井 律哉（現 住友金属工業株式会社 常務執行役員） 

 ・退任予定取締役 

  社外取締役     髙   隆夫  

 ・新任監査役候補 

  社外監査役     尾﨑 達夫（弁護士） 

         （なお、尾﨑 達夫氏は独立役員となる予定） 

 ・退任予定監査役 

  社外監査役     八尾 量也      

 ・昇任取締役候補 

  専務取締役     西村 弘 （現 常務取締役） 

  常務取締役     細野 次郎（現 取締役 シーモア・チュービング・インク取締役社長）  

 

③就任予定日 

 平成22年６月29日 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他

住友鋼管㈱　(5457)　平成22年３月期　決算短信

-25-




