
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年1月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 住友鋼管株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5457 URL http://www.sumitomokokan.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 丸尾 充

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 長谷川 重幸 TEL 03-5625-1520
四半期報告書提出予定日 平成24年2月10日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 41,017 △2.6 2,049 △42.4 2,290 △41.4 1,677 △19.3

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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,564百万円 （△17.7％） 23年3月期第3四半期 1,901百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 51.35 ―

23年3月期第3四半期 63.66 ―

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

24年3月期第3四半期 62,019 44,094 67.8 1,287.72
23年3月期 61,091 42,745 66.9 1,251.44

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  42,078百万円 23年3月期  40,893百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  

なお、期末配当の内２円は、会社創立１００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

23年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ― 4.00 ―

24年3月期（予想） 6.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 57,000 1.8 2,900 △34.8 3,200 △35.1 2,100 △21.9 64.27



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、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き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23年10月31日に公表いたしました平成24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３ページの当四半期決算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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 32,710,436 株 23年3月期 32,710,436 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 33,310 株 23年3月期 33,195 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 32,677,171 株 23年3月期3Q 32,677,394 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における世界経済は、欧米経済の減速感が加速し、先行き不透明感が強まりまし

た。また、震災の影響から持ち直す動きのあった日本国内経済も、円高の長期化やタイの洪水などが影響し、景

況感が悪化してまいりました。 

 こうした中、当社グループの国内販売につきましても、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、自動車メーカーの復旧に伴い回復基調にありましたが、10月に発生しましたタイ洪水の影響を受け

て、再び減少に転じました。 

 一方、土木建築分野では、一部、震災復興需要が見られるようになり、前年同期比で約１割の販売増となりま

した。 

 また、鉄鋼原材料の価格高騰に伴い、上期において、主要な材料である熱延コイルの価格が上昇いたしまし

た。 

 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

めました。第３四半期において、コイル価格は下落傾向にありますが、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、コスト合理化、品質向上など事業基盤の整備を継続・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、第１四半

期連結会計期間（１月～３月）は前年同期並みに順調に推移したものの、第２四半期連結会計期間（４月～６

月）につきましては、東日本大震災に伴う日本からの部品供給の停滞により、ＳＴＩの主要な需要家である日系

自動車の生産が大幅に減少いたしました。ＳＴＩの販売も、第２四半期連結会計期間（４月～６月）につきまし

ては、前年同期に比し、約80％の水準となりました。当第３四半期連結会計期間（７月～９月）につきまして

は、日系自動車メーカーの生産回復により、ＳＴＩの販売も増加に転じ、ほぼ前年同期並みの水準となりまし

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の販売も、第１四半期連結会計期間（１月～３月）は前年同期比増加いたしました。しかしな

がら、第２四半期連結会計期間（４月～６月）につきましては、東日本大震災に伴う日本からの部品供給の停滞

により、日系自動車の生産が大幅に減少いたしました。ＧＹＡの販売も、第２四半期連結会計期間（４月～６

月）につきましては、前年同期に比し、約60％の水準となりました。当第３四半期連結会計期間（７月～９月）

につきましては、日系自動車メーカーの生産回復により、ＧＹＡの販売も増加に転じ、ほぼ前年同期並みの水準

となりました。 

  

・連結業績の状況  

 これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は大震災に伴う国内外における販売数量の減

少により、連結売上高41,017百万円（前年同期比1,074百万円 2.6%減）、連結営業利益は2,049百万円（同1,507

百万円 42.4%減）、連結経常利益は2,290百万円（同1,617百万円 41.4%減）、連結四半期純利益は1,677百万円

（同402百万円 19.3%減）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は62,019百万円となり、前連結会計年度末に比べ927百万円増加いたしま

した。これは流動資産が655百万円、固定資産が271百万円増加したことによるものであります。流動資産の増加は

短期貸付金が1,488百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が1,263百万円、原材料及び貯蔵品が715百万円増

加したこと等によるものであり、固定資産については有形固定資産が322百万円増加したこと等によるものであり

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、17,924百万円となり、前連結会計年度末に比べ421百万円

減少いたしました。これは仕入れの増加により支払手形及び買掛金が1,684百万円増加した一方、法人税等の支払

いにより未払法人税等が1,425百万円、法定実効税率の変更で繰延税金負債が383百万円減少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44,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,349百万

円増加いたしました。これは利益剰余金が配当金の支払いにより261百万円減少したものの、四半期純利益1,677百

万円の計上により1,416百万円増加したこと等によります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期通期の業績見通しに関しましては、自動車各社が東日本大震災による大幅な生産減少を下半期に

かけて補うため増産を図っておりますが、一方で円高の進行や10月に発生いたしましたタイの洪水の影響で、一

部、自動車生産の下方修正もあり、年度通期では上期の販売減少のリカバリーは困難な見通しです。  

 コイル価格および製品価格の動向が見通しにくい中ではありますが、コイル価格と製品価格の差であるスプレッ

ドの維持、震災復興需要の確実な捕捉やコスト合理化など収益改善に取組む結果、通期の連結売上高57,000百万

円、連結営業利益2,900百万円、連結経常利益3,200百万円、連結当期純利益2,100百万円と予想いたします。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,681 969

受取手形及び売掛金 15,068 16,331

商品及び製品 2,724 3,167

仕掛品 1,757 2,011

原材料及び貯蔵品 6,514 7,230

繰延税金資産 331 163

短期貸付金 14,965 13,477

未収還付法人税等 49 423

その他 599 577

貸倒引当金 △9 △12

流動資産合計 43,683 44,339

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,792 5,790

その他（純額） 7,445 7,769

有形固定資産合計 13,237 13,560

無形固定資産 214 173

投資その他の資産 3,955 3,945

固定資産合計 17,407 17,679

資産合計 61,091 62,019

住友鋼管㈱　（５４５７）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

-4-



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,585 12,269

短期借入金 71 68

未払金 749 554

未払法人税等 1,429 4

賞与引当金 433 159

その他 1,028 1,179

流動負債合計 14,298 14,236

固定負債   

繰延税金負債 3,335 2,952

退職給付引当金 56 106

役員退職慰労引当金 90 81

資産除去債務 164 166

環境対策引当金 117 114

その他 283 265

固定負債合計 4,047 3,687

負債合計 18,345 17,924

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 33,480 34,897

自己株式 △15 △15

株主資本合計 42,152 43,569

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △1,259 △1,490

その他の包括利益累計額合計 △1,259 △1,490

少数株主持分 1,852 2,016

純資産合計 42,745 44,094

負債純資産合計 61,091 62,019
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 42,092 41,017

売上原価 34,838 35,238

売上総利益 7,253 5,779

販売費及び一般管理費 3,697 3,729

営業利益 3,556 2,049

営業外収益   

受取利息 46 48

受取賃貸料 79 78

持分法による投資利益 197 141

その他 118 58

営業外収益合計 441 326

営業外費用   

賃貸収入原価 47 61

その他 40 23

営業外費用合計 88 84

経常利益 3,908 2,290

特別損失   

災害による損失 － 31

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 －

特別損失合計 133 31

税金等調整前四半期純利益 3,775 2,259

法人税、住民税及び事業税 1,305 545

法人税等調整額 120 △145

法人税等合計 1,425 400

少数株主損益調整前四半期純利益 2,349 1,858

少数株主利益 269 180

四半期純利益 2,080 1,677
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,349 1,858

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △377 △201

持分法適用会社に対する持分相当額 △70 △92

その他の包括利益合計 △448 △293

四半期包括利益 1,901 1,564

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,752 1,446

少数株主に係る四半期包括利益 148 118
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  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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