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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 56,348 19.4 8,945 210.3 10,389 216.2 5,530 245.8
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

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

23年3月期第2四半期 63.68 63.65
22年3月期第2四半期 18.31 18.30

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

23年3月期第2四半期 254,520 214,897 81.0 2,384.57
22年3月期 257,137 217,532 76.3 2,256.07

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  206,088百万円 22年3月期  196,101百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

年間配当金
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

22年3月期 ― 12.50 ― 21.50 34.00
23年3月期 ― 15.00
23年3月期 

（予想）
― 27.00 42.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 115,400 12.7 15,100 43.0 17,100 40.9 9,600 30.4 110.78



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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、四半期決算短信（添付資料）３ぺージ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「２．その他の情報」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 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） 23年3月期2Q 94,000,000株 22年3月期  94,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  7,574,113株 22年3月期  7,078,565株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 86,852,571株 22年3月期2Q 87,349,059株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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、中国をはじめとするアジア向けの輸出の増

加や政府の緊急経済対策により一部景気回復の兆しが見られましたが、欧米の景気回復の遅れや

急激な円高の進行などで、本格的な回復軌道に乗ることなく推移いたしました。 

（日本） 

国内店売り事業につきましては、鉄鉱石・石炭の値上げを背景とした国内高炉のコイル価格値

上げ発表を受け、製品価格の転嫁に取り組んでまいりましたが、建築向け需要低迷から問屋筋が

当用買いに徹する動きが続き、スクラップ価格下落に伴う電炉製品の値下げ圧力もあって、足許

の製品市況は、軟化してきております。一方、自動車を中心とするユーザー向けにつきましては、

上期の値上げに伴う製品価格値上げは、ほぼ完了致しました。 

このような厳しい状況のなかで、国内事業につきましては、売上高は444億7千8百万円、セグ

メント利益は在庫からの利益が寄与した結果、84億7千万円となりました。 

（北米） 

北米事業につきましては、マルイチ・アメリカン・コーポレーション及びレビット・チュー

ブ・カンパニーLLC において、販売数量は依然として低迷しておりますが、主として販売価格が

上昇したことにより、売上高は 51 億 7 千 4 百万円、セグメント利益は 4 億 2 千 1 百万円と改善

いたしました。 

（アジア） 

アジア事業につきましては、サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニーの販売数量

の増加と製品価格の上昇により、売上高は66億9千4百万円と大幅に増加し、セグメント利益は8

千2百万円を計上しました。 

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 563 億 4 千 8百万円（前年同

期比 19.4％増）、営業利益は 89 億 4 千 5 百万円（前年同期比 210.3％増）、経常利益は 103 億

8 千 9 百万円（前年同期比 216.2％増）、四半期純利益は 55 億 3 千万円（前年同期比 245.8％増）

となりました。 

尚、対米ドル換算レートは1米ドル91円36銭であります。 

また、第１四半期連結会計期間より、㈱アルファメタルの重要性が増したため、新たに連結の

範囲に含めております。 

セグメント別の今後の見通しについては、以下のとおりです。 

国内事業につきましては、景気回復を牽引してきたエコカー補助金の終了による自動車向けパ

イプの需要減が見込まれます。また、主力製品である建築向け需要は依然として低迷しておりま

す。一方、下期のコイル価格は高止まりする可能性が高くなっております。以上、厳しい環境は

続きますが、販売努力により数量確保と価格の維持、総コスト削減に 大限の努力をして参りま

す。 

北米事業につきましては、当面、販売数量の増加は見込めない状況であり、コストの削減や、

レビット・チューブ・カンパニーLLCの設備更新など、生産の効率化及び品質向上による競争力

強化を進めてまいります。 

アジア事業につきましては、サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニーのベトナム

国 大径の１６インチ溶接鋼管ミルが商業稼働し、国内外の注目度も高く、徐々に受注が増加し

ております。また、ハノイ工場もテスト稼働を完了し、今後、製販一体となり地域の鋼管需要を

カバーしてまいります。 

尚、予想に使用した対米ドル換算レートは1米ドル80円であります。 



丸一鋼管㈱ (5463) 平成23年３月期 第２四半期決算短信 

― 3 ― 

 

(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2,545億2千万円（前連結会計年度比26億1千6百

万円の減少）となりました。 

主な内容は、有価証券の売却などにより現金及び預金が79億3千3百万円、譲渡性預金などの増

加に伴い有価証券が24億2千1百万円、原材料及び貯蔵品が14億2千1百万円増加したことにより流

動資産合計で120億3千1百万円増加しました。固定資産については、主として株式の時価の下落

により投資有価証券が155億5百万円減少したことにより、固定資産合計で146億4千8百万円減少

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396億2千3百万円（前連結会計年度比1千8百万円

増）となりました。 

主な内容は、支払手形及び買掛金が14億2千9百万円、未払法人税等が3億5千1百万円増加した

ことにより、流動負債合計で17億1千7百万円増加しました。固定負債については、長期借入金が

11億9千9百万円増加しましたが、株式の時価評価に関わる繰延税金負債が28億4千3百万円減少し

たことなどにより、固定負債合計で16億9千8百万円減少しました。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は2,148億9千7百万円（前連結会計年度比26億3千

5百万円の減少）となりました。 

主な内容は、連結子会社の自己株式の取得による親会社持分の増加131億7千1百万円、四半期

純利益55億3千万円などにより、利益剰余金が167億7千4百万円増加しましたが、少数株主持分が

126億3千万円、その他有価証券評価差額金が50億5千3百万円減少したことにより、純資産合計で

26億3千5百万円減少しました。 

 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成２２年８月６日の第１四半期業績発表時に業績予想を修正しておりますが、自動車向け需

要の減少、建材向け需要の低迷などにより販売数量の減少が予想されますので、業績予想の修正

を行っております。 

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。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成

20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号平成20年3月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。
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３．四半期連結財務諸表 

 

(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22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22年３月31日) 

（資産の部）      

  流動資産      

    現金及び預金  64,778   56,845

    受取手形及び売掛金  27,455   27,361

    有価証券  11,490   9,068

    製品  7,517   6,652

    原材料及び貯蔵品  15,032   13,611

    その他  4,068   4,783

    貸倒引当金  △283   △296

    流動資産合計  130,057   118,025

  固定資産      

    有形固定資産      

      土地  29,959   29,789

      その他  36,221   34,967

      有形固定資産合計  66,180   64,757

    無形固定資産      

      のれん  2,325   2,420

      その他  2,002   2,178

      無形固定資産合計  4,328   4,599

    投資その他の資産      

      投資有価証券  48,121   63,627

      その他  5,929   6,201

      貸倒引当金  △96   △72

      投資その他の資産合計  53,954   69,755

    固定資産合計  124,463   139,111

  資産合計  254,520   257,137
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(単位：百万円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22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22年３月31日) 

（負債の部）      

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  14,668   13,239

    短期借入金  9,019   8,850

    未払法人税等  3,817   3,465

    賞与引当金  775   741

    役員賞与引当金  56   51

    その他  4,096   4,369

    流動負債合計  32,434   30,717

  固定負債      

    長期借入金  2,378   1,178

    退職給付引当金  3,280   3,289

    役員退職慰労引当金  44   64

    繰延税金負債  688   3,532

    その他  797   822

    固定負債合計  7,189   8,887

  負債合計  39,623   39,604

（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  198,922   182,147

    自己株式  △17,397   △16,561

    株主資本合計  206,941   191,002

  評価・換算差額等      

    その他有価証券評価差額金  4,470   9,523

    為替換算調整勘定  △5,323   △4,424

    評価・換算差額等合計  △853   5,098

  新株予約権  76   68

  少数株主持分  8,732   21,362

  純資産合計  214,897   217,532

負債純資産合計  254,520   257,137
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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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高  47,208   56,348

売上原価  39,679   42,384

売上総利益  7,529   13,963

販売費及び一般管理費  4,646   5,017

営業利益  2,883   8,945

営業外収益      

  受取利息  123   83

  受取配当金  790   697

  匿名組合投資利益  64   738

  その他  607   570

  営業外収益合計  1,586   2,089

営業外費用      

  支払利息  237   116

  持分法による投資損失  531   86

  為替差損  114   138

  不動産賃貸費用  173   168

  その他  126   135

  営業外費用合計  1,183   645

経常利益  3,286   10,389

特別利益      

  固定資産売却益  163   0

  投資有価証券売却益  127   95

  関係会社株式売却益  －   0

  匿名組合清算益  －   1,713

  特別利益合計  290   1,810

特別損失      

  固定資産除却損  8   34

  投資有価証券売却損  1   722

  投資有価証券評価損  261   226

  その他  7   0

  特別損失合計  279   983

税金等調整前四半期純利益  3,297   11,216

法人税等  1,789   4,695

少数株主損益調整前当期純利益  －   6,521

少数株主利益又は少数株主損失（△）  △91   990

四半期純利益  1,599   5,530
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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 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手

可能であり、取締役会・執行役員会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期

的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、主に鋼管、表面処理鋼板、棒鋼などを生産・販売しており、日本においては

当社及び連結子会社が、海外においては各地域をそれぞれ独立した現地法人が担当しており、取

り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成され

ており、「日本」、「北米」及び「アジア」の３つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの主な製品は次のとおりです。 

（日本） 

構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管、鍍金コイル、照明柱など 

（北米） 

構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管など 

（アジア） 

構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管、鍍金コイル、カラーコイル、棒鋼など 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 
（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額

日本 北米 アジア 計 

売上高 
 

  外部顧客への売上高 44,478 5,174 6,694 56,348 － 56,348

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 

812 － － 812 △812 －

計 45,291 5,174 6,694 57,160 △812 56,348

  セグメント利益 8,470 421 82 8,973 △27 8,945

(注) １.セグメント利益の調整額△27百万円はセグメント間取引消去であります。 

   ２.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第17号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  当第２四半期連結会計期間に、連結子会社である丸一鋼販（株）及び四国丸一鋼管（株）にお

いて自己株式の取得を行いました。これに伴い、子会社の利益剰余金に占める当社グループの持

分が増加することにより、連結利益剰余金が、13,171百万円増加いたしました。 
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