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

23年3月期第3四半期 42,092 22.9 3,556 ― 3,908 ― 2,080 ―

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

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3四半期 63.66 ―

22年3月期第3四半期 0.05 ―

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3四半期 60,705 42,338 66.5 1,235.32
22年3月期 56,648 40,497 68.7 1,190.68

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  40,366百万円 22年3月期  38,908百万円

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  

 なお、前期の期末配当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。 

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 ― 2.00 ― 5.00 7.00
23年3月期 ― 4.00 ―

23年3月期 
（予想）

4.00 8.00

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 56,000 16.2 4,300 552.5 4,800 291.8 2,500 263.9 76.51



(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  無  
（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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．平成22年10月29日に公表いたしました平成23年３月期通期の連結業績予想を修正しております。 
 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２ページの当四半期の連結業績等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をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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3Q  32,710,436株 22年3月期  32,710,436株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  33,134株 22年3月期  32,973株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  32,677,394株 22年3月期3Q  32,677,605株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  ・国内の状況 

   当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、中国などアジア諸国の経済成長による需要増加がある一方で、内

  需は依然停滞しており、また急激な為替の円高に伴い、景気の不透明感が出てまいりました。 

   こうした中、当社グループの国内販売につきましては、当社グループの主要な需要分野である自動車・建設機

  械分野では、世界同時不況以前の８割程度の水準に回復しておりますが、エコカー補助金の打ち切りなどに伴 

  い、下期より減販となりました。一方、土木建築分野では、なお需要低迷が続いており、世界同時不況以前に比

  し６割強の水準に留まっております。 

   また、鉄鋼原材料の価格高騰に伴い主要な材料である熱延コイルの価格は上期に大幅に上昇いたしましたが、

  下期以降、小康状態が続いております。  

   当社グループといたしましては、顧客のご理解を得て、コイル価格の上昇分については販売価格への転嫁を進

  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」によるコスト合理化を継続・強化しております。

  ・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、政府の景

  気対策などに伴い、ＳＴＩの主要な需要分野である自動車の生産・販売は回復してまいりました。ＳＴＩの販売

  も、前年同期の落ち込みが大きかったこともあり、前年同期比で大きく増加いたしました。 

   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、自動車需要が拡

  大する中、ＧＹＡの主要なユーザーであります日系自動車各社の生産は堅調に推移いたしました。こうした中、

  ＧＹＡの販売数量は、前年同期比２割程度増加いたしました。こうした需要環境下、現在、生産能力を倍増する

  設備投資を進めております。 

  ・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、連結売上高は42,092百万円（前年同期比7,832百万増 

  加）、連結営業利益は3,556百万円（前年同期は営業損失393百万円）、連結経常利益は3,908百万円（前年同 

  期は経常損失13百万円）、連結四半期純利益は2,080百万円（前年同期比2,078百万円増加）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、60,705百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,057 

 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、流動資産が3,287百万円、固定資産が770百万円そ

 れぞれ増加したことによります。流動資産の増加は、短期貸付金で968百万円、受取手形及び売掛金で2,130百万

  円増加したこと等によります。固定資産の増加は、投資有価証券が1,115百万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、18,367百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,216百 

 万円増加いたしました。仕入の増加により支払手形及び買掛金で1,150百万円、未払法人税等が848百万円増加し

 たこと等によります。 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、42,338百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,840

 百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が配当金の支払により294百万円減少したものの、四半期純利益 

 2,080百万円の計上により1,786百万円増加したこと等によります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年３月期通期の業績見通しに関しましては、国内の需要環境が不透明ではありますが、収益改善策の継

 続、第３四半期連結累計期間の好転を含め、通期の連結売上高56,000百万円、連結営業利益4,300百万円、連結 

 経常利益4,800百万円、連結純利益2,500百万円を見込んでおります。  

  

通期連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  単位 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（A） 百万円  55,000  4,000  4,500  2,300

 今回修正予想（B） 百万円  56,000  4,300  4,800  2,500

 増減額（B-A) 百万円  1,000  300  300  200

 増減率 ％  1.8  7.5  6.7  8.7

住友鋼管㈱　（５４５７）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

-2-



（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 

 該当事項はありません。 

  

  

（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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ３百万円、税金等調整前四半期純利

益は109百万円減少しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,275 1,736

受取手形及び売掛金 16,737 14,607

商品及び製品 2,498 2,057

仕掛品 1,763 1,434

原材料及び貯蔵品 6,355 6,403

繰延税金資産 148 238

短期貸付金 13,037 12,069

その他 446 1,426

貸倒引当金 △14 △12

流動資産合計 43,248 39,961

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,793 5,822

その他（純額） 7,501 7,813

有形固定資産合計 13,294 13,635

無形固定資産 208 214

投資その他の資産 3,954 2,836

固定資産合計 17,457 16,686

資産合計 60,705 56,648
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,137 9,987

短期借入金 71 33

1年内返済予定の長期借入金 87 191

未払金 572 693

未払法人税等 939 90

賞与引当金 152 389

その他 1,444 970

流動負債合計 14,405 12,357

固定負債   

繰延税金負債 3,442 3,429

退職給付引当金 55 53

役員退職慰労引当金 85 69

環境対策引当金 117 117

資産除去債務 163 －

その他 97 123

固定負債合計 3,961 3,793

負債合計 18,367 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 32,872 31,086

自己株式 △15 △15

株主資本合計 41,544 39,758

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,177 △850

評価・換算差額等合計 △1,177 △850

少数株主持分 1,971 1,589

純資産合計 42,338 40,497

負債純資産合計 60,705 56,648
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 34,259 42,092

売上原価 31,514 34,838

売上総利益 2,744 7,253

販売費及び一般管理費 3,137 3,697

営業利益又は営業損失（△） △393 3,556

営業外収益   

受取利息 39 46

受取賃貸料 81 79

持分法による投資利益 166 197

助成金収入 112 －

その他 47 118

営業外収益合計 447 441

営業外費用   

支払利息 8 －

賃貸収入原価 39 47

その他 19 40

営業外費用合計 67 88

経常利益又は経常損失（△） △13 3,908

特別損失   

設備集約に伴う損失 － 27

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105

特別退職金 51 －

特別損失合計 51 133

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（△）

△64 3,775

法人税、住民税及び事業税 69 1,305

法人税等還付税額 △134 －

法人税等調整額 △201 120

法人税等合計 △266 1,425

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,349

少数株主利益 199 269

四半期純利益 1 2,080
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△64 3,775

減価償却費 762 747

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 109

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 △35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35 15

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △303 △236

受取利息及び受取配当金 △39 △46

支払利息 8 1

持分法による投資損益（△は益） △166 △197

有形固定資産除却損 7 14

売上債権の増減額（△は増加） △1,390 △2,283

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,811 △818

その他の流動資産の増減額（△は増加） △61 1,061

仕入債務の増減額（△は減少） 1,966 1,283

その他の流動負債の増減額（△は減少） 101 456

その他の固定負債の増減額（△は減少） 6 0

その他 △59 △8

小計 2,534 3,840

利息及び配当金の受取額 150 163

利息の支払額 △8 △1

法人税等の支払額 △1,618 △460

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,057 3,541

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 △476 △531

無形固定資産の取得による支出 △7 △37

有形固定資産の売却による収入 － 11

投資有価証券の取得による支出 － △1,106

出資金の払込による支出 － △121

定期預金の預入による支出 － △112

その他 34 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △448 △1,894

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） 99 40

長期借入金の返済による支出 △93 △87

リース債務の返済による支出 △5 △1

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △223 △286

少数株主からの払込みによる収入 － 234

少数株主への配当金の支払額 － △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △224 △148

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 378 1,393

現金及び現金同等物の期首残高 12,686 13,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,064 14,926
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 該当事項はありません。 

  

  

１．報告セグメントの概要  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）  

 当社の報告セグメントは、当社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。  

 当社は鋼管の製造・販売を行う「鋼管事業」と「不動産賃貸事業」を営み、「鋼管事業」について、国内にお

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事業活動を展開しておりま

す。  

 したがって、当社の報告セグメントは、「鋼管事業」、「不動産賃貸事業」とし、「鋼管事業」については

「日本」、「米国」、「中国」の３つを地域別の報告セグメントとしております。 

  

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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年12月31日）   

                                           （単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額20百万円はセグメント間取引消去によるものです。 

   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。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  報告セグメント  

合計  

  

調整額 

（注１） 

  

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注２）
  

鋼管事業 
不動産賃貸

事業 

日本 米国 中国 計  日本 

売上高                 

外部顧客への売上高  33,331  6,256  2,332  41,920  171  42,092 -  42,092

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
- - - -  - -  -  - 

計  33,331  6,256  2,332  41,920  171  42,092 -  42,092

セグメント利益 

  
 2,356  776  325  3,458  76  3,535  20  3,556
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 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日  至 平成22年12月31日）  

                                           （単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額８百万円はセグメント間取引消去によるものです。 

   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。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  報告セグメント  

合計  

  

調整額 

（注１） 

  

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注２）
  

鋼管事業 
不動産賃貸

事業 

日本 米国 中国 計  日本 

売上高                 

外部顧客への売上高  11,688  1,922  750  14,361  61  14,423 -  14,423

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
- - - -  - -  -  - 

計  11,688  1,922  750  14,361  61  14,423 -  14,423

セグメント利益 

  
 967  194  134  1,297  25  1,322  8  1,330

（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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