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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 25,510 △11.7 159 △39.5 135 △50.7 △213 ―
24年3月期第3四半期 28,876 △1.5 263 △50.4 274 △49.9 207 2.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △73百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △456百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △3.79 ―
24年3月期第3四半期 3.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 37,726 19,692 49.7
24年3月期 39,990 19,976 47.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  18,740百万円 24年3月期  19,041百万円

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  ：  無  
 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  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 34,000 △12.5 200 △45.6 130 △64.2 △200 ― △3.57



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (１)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
(注記事項)に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
・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ページ「１．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。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） PT. ARAYA STEEL TUBE INDONESIA 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 60,453,268 株 24年3月期 60,453,268 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 4,879,134 株 24年3月期 3,875,547 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 56,221,896 株 24年3月期3Q 56,579,801 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、震災復興関連需要が引き続き下支えとなっている

ものの、欧州債務問題の長期化に伴う海外経済の減速、なかでも中国やアジア新興国の経済成長鈍化の

影響を受けて、輸出や生産活動が弱い動きとなっており、景気の先行きは依然として不透明な状況が続

いております。 

 このような情勢のもと鋼管業界におきましても、普通鋼製品は全般的に需要が落ち込みましたが、自

動車関連についてはエコカー補助金終了までの第２四半期初め頃まで比較的安定した需要がありまし

た。しかし、長引く円高により国内産業の設備投資意欲が減退し、近隣諸国との関係悪化も影響して各

種製造業や輸出関連の需要が減少しました。また、需給バランスの崩れているなかで、需要先の在庫圧

縮や当用買いの姿勢が目立ち、生産量の減少と原材料価格の変動幅を超えた販売市況の低迷により、採

算性の維持が困難な状況が続きました。 

 ステンレス製品につきましても、過去の価格高騰が引き起こしたステンレス離れと円高による国内産

業の空洞化の影響もあって、震災後の需要落ち込みからの回復も思うように進まず、特に、液晶や半導

体の設備関連、造船関連の需要は不振でありました。また、公共事業や建材の需要も引き続き低調であ

りました。一方、食品・飲料・医薬品など一部の設備投資関連の需要は比較的堅調でありました。ステ

ンレスの原材料コイル価格は、ニッケルや輸入コイルの価格変動から弱含み傾向が続き、それを受けて

ステンレス製品価格も下落傾向が続きました。流通販売市場では、需要低迷のなか買い控えも目立ち、

激しい販売競争のもと価格是正が行えない厳しい状況でありましたが、第３四半期の終わりになってよ

うやく値上げが実施されつつあります。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は25,510百万円（前年同期比11.7％減）、営業利益

159百万円（前年同期比39.5％減）、経常利益135百万円（前年同期比50.7％減）となりました。なお特

別利益として固定資産（土地）売却益、特別損失として投資有価証券評価損と固定資産（リース資産）

減損損失を計上したこともあって、四半期純損失は213百万円（前年同期は四半期純利益207百万円）と

なりました。 

  

（資産）  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は37,726百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,263百

万円減少しました。流動資産は25,764百万円となり2,394百万円の減少となりました。これは主

に、受取手形及び売掛金の減少2,277百万円、有価証券の減少999百万円であります。固定資産は

11,961百万円となり130百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の増加162百万円で

あります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は18,034百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,980

百万円減少しました。流動負債は15,598百万円となり2,106百万円の減少となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金の減少2,314百万円であります。固定負債は2,435百万円となり126百万円

の増加となりました。これは主に、退職給付引当金の増加66百万円であります。 

（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末の純資産は19,692百万円となり、前連結会計年度末に比べ283百万

円減少しました。これは主に、利益剰余金の減少382百万円であります。 

  

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しにつきましては、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、再び景気回復へ向か

うことが期待されますが、海外経済の下振れがわが国の景気を下押しするリスクも考えられます。 

 鋼管業界におきましても、遅れていた復興需要が土木中心から徐々に建築関連へ波及し、さらに設備

関連の復旧へと進み、鋼管製品の需要の増加に繋がるものと期待されます。 

 当社グループでは、これまで以上に提案型営業の展開と固有の製品開発に重点を置き、グループ・工

場間の連携を一層強化して、引き続き効率的な生産・販売活動に注力してまいります。  

  

PT. ARAYA STEEL TUBE INDONESIA（インドネシア共和国）を設立したため、当第３四半期連結累計期

間より連結の範囲に含めております。 

  

該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更していま

す。 

 なお、この変更に伴う影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,717 6,414

受取手形及び売掛金 14,798 12,520

有価証券 1,906 907

商品及び製品 4,404 4,142

仕掛品 184 238

原材料及び貯蔵品 1,022 832

その他 553 816

貸倒引当金 △429 △109

流動資産合計 28,158 25,764

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,877 3,942

その他（純額） 3,001 2,920

有形固定資産合計 6,878 6,862

無形固定資産 66 94

投資その他の資産   

投資有価証券 4,458 4,620

その他 428 384

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 4,886 5,004

固定資産合計 11,831 11,961

資産合計 39,990 37,726
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,497 9,183

短期借入金 5,013 5,193

未払法人税等 26 12

賞与引当金 303 141

その他 862 1,067

流動負債合計 17,704 15,598

固定負債   

退職給付引当金 1,460 1,526

役員退職慰労引当金 362 31

環境対策引当金 30 30

資産除去債務 6 6

その他 450 840

固定負債合計 2,309 2,435

負債合計 20,014 18,034

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 11,388 11,005

自己株式 △599 △717

株主資本合計 18,884 18,384

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 633 856

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △476 △501

その他の包括利益累計額合計 156 355

少数株主持分 934 952

純資産合計 19,976 19,692

負債純資産合計 39,990 37,726

新家工業㈱（7305） 平成25年3月期 第3四半期決算短信

－ 5 －



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 28,876 25,510

売上原価 25,022 22,239

売上総利益 3,853 3,270

販売費及び一般管理費 3,590 3,111

営業利益 263 159

営業外収益   

受取利息 6 6

受取配当金 98 86

仕入割引 15 14

その他 61 30

営業外収益合計 182 137

営業外費用   

支払利息 35 32

売上割引 14 11

退職給付会計基準変更時差異の処理額 100 100

その他 21 17

営業外費用合計 170 161

経常利益 274 135

特別利益   

固定資産売却益 0 137

負ののれん発生益 886 －

特別利益合計 886 137

特別損失   

固定資産売却損 － 2

固定資産除却損 4 9

減損損失 1,164 187

投資有価証券評価損 149 289

特別損失合計 1,318 488

税金等調整前四半期純損失（△） △157 △216

法人税、住民税及び事業税 14 13

法人税等調整額 42 29

法人税等合計 56 42

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △214 △259

少数株主損失（△） △421 △45

四半期純利益又は四半期純損失（△） 207 △213
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △214 △259

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △232 222

繰延ヘッジ損益 △2 0

為替換算調整勘定 △8 △38

その他の包括利益合計 △242 185

四半期包括利益 △456 △73

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △30 △14

少数株主に係る四半期包括利益 △426 △59
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該当事項はありません。  
  

  前第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) 

１．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 

 
(注)  1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械設備、福祉機器の製造販売

であります。 
 2. セグメント利益の調整額は、すべて棚卸資産の調整によるものであります。 
 3. 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。 

  

２．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「鋼管関連」セグメントにおいて、連結子会社が所有する一部の固定資産（土地及び建物）に時価の下落に
よる減損の兆候が認められたため、その認識・測定を行った結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損
損失を計上しました。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては1,164百万円で
あります。 

  
（重要な負ののれん発生益） 

「鋼管関連」セグメントにおいて、従来より連結子会社であるアラヤ特殊金属株式会社の株式について、機
動的な運営と経営の迅速化を図るため、平成23年9月22日に少数株主よりその保有する株式40%のうち25%を追
加取得したことによる負ののれん発生益を計上しました。なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額
は、当第３四半期連結累計期間においては886百万円であります。 

  

  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．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 

 
(注)  1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械設備、福祉機器の製造販売

であります。 
 2. セグメント利益の調整額は、すべて棚卸資産の調整によるものであります。 
 3. 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。 

  
２．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「鋼管関連」セグメントにおいて、連結子会社が所有する一部の事業所において、営業活動による損益が継
続して損失となり、将来の回収可能性を勘案した結果、未経過リース料総額を固定資産（リース資産）の帳簿
価額とみなし、回収可能価額をゼロとして全額減額し、減損損失を計上しました。なお、当該減損損失の計上
額は、当第３四半期連結累計期間においては187百万円であります。 

  

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）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

四半期連結

損益計算書

計上額
（注3）

鋼管関連
自転車
関連

不動産等
賃貸

計

売上高

  外部顧客への売上高 27,568 976 284 28,830 46 28,876 ― 28,876

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

― ― 32 32 ― 32 △32 ―

計 27,568 976 317 28,862 46 28,908 △32 28,876

セグメント利益 △72 38 264 231 △25 206 57 263

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

四半期連結

損益計算書

計上額
（注3）

鋼管関連
自転車
関連

不動産等
賃貸

計

売上高

  外部顧客への売上高 24,175 930 276 25,383 127 25,510 ― 25,510

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

― ― 32 32 ― 32 △32 ―

計 24,175 930 308 25,415 127 25,542 △32 25,510

セグメント利益 △96 7 260 172 0 172 △12 159

（５）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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