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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 55,536 △2.1 2,037 △26.1 2,567 △18.1 1,473 △25.3
24年3月期 56,715 1.3 2,757 △38.0 3,135 △36.4 1,971 △26.7

（注）包括利益 25年3月期 2,463百万円 （15.1％） 24年3月期 2,092百万円 （△21.4％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 45.09 ― 3.4 4.3 3.7
24年3月期 60.35 ― 4.7 5.2 4.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  305百万円 24年3月期  178百万円

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

25年3月期 60,478 46,843 72.9 1,349.96
24年3月期 60,215 44,575 70.5 1,299.32

（参考） 自己資本   25年3月期  44,112百万円 24年3月期  42,458百万円

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

25年3月期 4,880 △1,992 △265 16,393
24年3月期 △799 △1,587 △292 13,684

2.  配当の状況 

（注）平成26年３月期の第２四半期末及び期末の配当につきましては、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。 

年間配当金 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 ％ ％

24年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00 326 16.6 0.8
25年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 261 17.7 0.6
26年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 
（注）平成26年３月期の連結業績予想につきましては、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、当該理由につきましては、添付資料３ページの次期の見通しをご覧ください。 



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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  ： 無
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 32,710,436 株 24年3月期 32,710,436 株
② 期末自己株式数 25年3月期 33,443 株 24年3月期 33,311 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 32,677,063 株 24年3月期 32,677,159 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 37,334 △12.2 245 △82.9 653 △67.8 437 △68.4
24年3月期 42,522 1.3 1,434 △42.1 2,028 △38.2 1,384 △32.0

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

25年3月期 13.39 ―
24年3月期 42.36 ―

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

25年3月期 51,509 39,478 76.6 1,208.13
24年3月期 52,944 39,367 74.4 1,204.75

（参考） 自己資本 25年3月期  39,478百万円 24年3月期  39,367百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の 
監査手続きは終了していません。 
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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 

  当期のわが国経済は、東日本大震災（以下、震災という。）の復興需要や超円高の是正、株価の回復等により景

気回復の兆しが見えるものの、欧州の財政金融不安に伴う世界経済の減速に加え、中国での日系自動車の買い控え

等により、依然不透明な状況が続きました。 

  こうした中、当社グループの国内販売につきましては、主要な需要分野である自動車分野では、上半期はエコカ

ー補助金による需要刺激効果等により順調に推移したものの、下半期はエコカー補助金の終了や中国での日系自動

車の買い控えに加え、顧客の海外展開の加速や自動車の小型化による鋼管使用原単位の低下等により、前期比１割

弱の減少となりました。また、建産機分野では、中国向けの需要が依然低迷しており、ほぼ前期並みに留まりまし

た。 

  一方、土木・建築分野では、一部震災復興需要が見られたものの、依然、需要低迷が続いており、前期比横ばい

となりました。 

  以上の結果、国内販売数量合計では前期比４％減少いたしました。 

  また、鉄鋼原材料の価格下落に伴い、主要な材料である熱延コイルの価格も下落し、鋼管の市況も軟化いたしま

した。  

  こうした中、当社グループといたしましては、製品販売価格・熱延コイル購入価格のスプレッド（値差）の維

持・改善に努める一方、新商品の開発やコスト合理化、品質向上等、経営基盤の強化に取り組んでまいりました。

  

・海外の状況 

  当社連結子会社のシーモア・チュービング・インク（以下、ＳＴＩという。）がある米国に関しましては、自動

車需要が2009年の世界同時不況の落ち込みから順調に回復してきました。中でもＳＴＩの主要な顧客である日系自

動車メーカーの生産・販売は、前年の震災による大きな落ち込みから順調に回復いたしました。その結果、ＳＴＩ

の販売数量も前年比約３割の増加となりました。 

  一方、当社連結子会社の広州友日汽車配件有限公司（以下、ＧＹＡという。）がある中国に関しましては、自動

車需要の伸びが鈍化いたしました。ＧＹＡの主要な顧客である日系自動車メーカーの生産・販売については、上半

期は前年の震災による落ち込みから大きく回復したものの、９月以降日系自動車の買い控えにより急減いたしまし

た。その結果、ＧＹＡの販売数量も、上半期は前年同期比約３割の増加となりましたが、９月以降は従前の約半減

となり、通期では、前年比１割弱の減少となりました。 

    

・連結業績の状況 

 これらの結果、当社グループの連結業績は、国内の需要減少と市況低迷に加え、熱延コイルの価格下落に伴う棚

卸在庫の評価損が生じたことから、連結売上高は55,536百万円（前年比1,179百万円、2.1％減）、連結営業利益は

2,037百万円（同719百万円、26.1％減）、連結経常利益は2,567百万円（同568百万円、18.1％減）、連結当期純利

益は1,473百万円（同498百万円、25.3％減）となりました。 

  

・セグメント業績の状況 

  なお、セグメントの業績は次のとおりであります。 

 鋼管事業（日本） 

  売上高は39,942百万円（前年同期比5,052百万円、11.2％減）、営業利益は453百万円（同1,178百万円、72.2％ 

  減）となりました。 

 鋼管事業（米国） 

  売上高は12,012百万円（同3,920百万円、48.4％増）、営業利益は1,137百万円（同575百万円、102.3％増）とな

  りました。 

 鋼管事業（中国） 

  売上高は3,365百万円（同41百万円、1.2％減）、営業利益は325百万円（同100百万円、23.5％減）となりまし 

  た。 

 不動産事業 

  売上高は214百万円（同５百万円、2.4％減）、営業利益は92百万円（同14百万円、13.2％減）となりました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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②次期の見通し 

 平成26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分野においては、中国

における日系自動車の買い控えの影響は軽減されてきたものの、欧州における金融不安の影響、自動車生産の海外展

開の動向等、需要環境は依然として不透明な状況となっています。また、土木・建築分野においても震災復興需要は

見込めるものの、やはりその需要動向には不透明感があります。加えて、現在、主要な原材料であるコイル価格及び

販売価格について交渉中であり、将来の見通しを得ることが困難で、現時点では合理的な業績予想の算定ができない

ため、連結業績見通しは未定としております。業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

  

(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、60,478百万円となり、前連結会計年度末に比べ263百万円増加いたし

ました。これは、前連結会計年度末に比べ有形固定資産が620百万円、投資その他の資産が974百万円増加したもの

の、流動資産が1,279百万円減少したこと等によります。有形固定資産が増加した主な理由は、設備の新規取得であ

ります。また、投資その他の資産が増加した主な理由は、自動車用鋼管事業会社オートモーティブ・スチール・パイ

プ・インディア・プライベート・リミテッド及びニッポン・スチール・パイプ・メキシコへの出資であります。流動

資産の減少は、商品及び製品が431百万円、原材料及び貯蔵品が397百万円、未収還付法人税等が283百万円減少した

こと等によります。  

 当連結会計年度末の負債につきましては、13,635百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,004百万円減少いたし

ました。支払手形及び買掛金が1,745百万円、未払金が342百万円減少したこと等によります。 

 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、46,843百万円となり、前連結会計年度末に比べ

2,267百万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326百万円減少しましたが、当期純利益

1,473百万円の計上により1,146百万円、為替換算調整勘定が508百万円、少数株主持分が613百万円それぞれ増加した

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、営業活動によるキャッ

シュ・フローの増加4,880百万円と投資活動によるキャッシュ・フローの減少1,988百万円と財務活動によるキャッシ

ュ・フローの減少269百万円があり、前連結会計年度末に比べ2,708百万円増加し、16,393百万円となりました。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動の結果、4,880百万円の資金を得ました。これは主に、未収入金の増加5,294百万円、仕入債務の減少

2,163百万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2,566百万円、売上債権の減少8,387百万円等に

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1,988百万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1,237百万

円及び投資有価証券の取得による支出734百万円等により資金が減少したことによります。 

・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269百万円の減少となりました。これは、少数株主からの払込みによる収入198百万円によ

り資金が増加したものの、配当金の支払326百万円、少数株主への配当金の支払97百万円等により資金が減少したこ

とによります。 
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（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 

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課題と捉え、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４円とさせていただき

ました。また、中間配当金１株につき４円と合わせた当期の年間配当金は、１株につき８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。  

  平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 

 自己資本比率（％） 68.7 66.9  70.5 72.9

 時価ベースの自己資本比率（％） 32.0 37.2  46.6 40.4

 債務償還年数（年） 0.1 0.0  0.0   0.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 445.4 2,905.3  684.7    2,679.0
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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６社（そのうち重要な３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、機械構造用鋼管、引抜鋼管の製造・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新日鐵住金株式会社があり、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等の事業内容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。  

  

（注）平成24年６月、ニッポン・スチール・パイプ・メキシコへ出資致しました。（当社出資比率18.71％） 

     

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 

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 

ＳＰＴアンドＳＣインベストメント株式会社 

ＰＴ.インドネシア・ニッポン・スチール・パイプ、オートモ

ーティブ・スチール・パイプ・インディア・プライベート・リ

ミテッド及びニッポン・スチール・パイプ・メキシコへの出資

及び管理 

パナソニックエコソリューションズ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ＥＳ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 

ＰＴ.インドネシア・ニッポン・スチール・

パイプ   

インドネシアにおける機械構造用鋼管及び引抜鋼管の製造並び

に販売  

オートモーティブ・スチール・パイプ・ 

インディア・プライベート・リミテッド 
インドにおける機械構造用鋼管及び引抜鋼管の製造並びに販売 

ニッポン・スチール・パイプ・メキシコ 
メキシコにおける機械構造用鋼管及び引抜鋼管の製造並びに販

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  

 一昨年は、震災の影響やその後のタイの洪水の影響により、当社グループの主要な顧客である日系自動車メーカ

ーは、国内外において大幅な減産を強いられました。また、昨年は、中国での日系自動車買い控えにより、中国及

び国内において、日系自動車メーカーの生産が大きく落ち込みました。 

 このような予測しがたい需要変動の中、当社グループでは、滞りなく顧客に製品をお届けするべく、状況に応じ

た柔軟な生産対応を行ってまいりました。 

 また、主要な材料である熱延コイル価格につきましては、昨年度は下落し、鋼管の市況も軟化いたしました。一

転、本年度は、鉄鋼原材料価格の上昇により、熱延コイル価格が再び大きく上昇する気配にあります。 

 当社グループといたしましては、自然災害、政治情勢による経営環境の変化や熱延コイル価格の乱高下等の不透

明な経営環境の下、柔軟な生産対応と製品販売価格・熱延コイル購入価格のスプレッド（値差）の維持・改善を基

本に、経営環境の変化に即応してまいります。 

 また、当社グループでは、安全・品質・コンプライアンス・自然災害対策等に取り組んでまいりましたが、種々

のリスク管理の強化に、より一層努めてまいります。 

  

・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、当社グループの販売数量の約６割を占める自動車・建産機分野については、日系自動車メ

ーカーの海外展開の加速や内需の低迷等に伴い、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と考

えられます。 

 また、当社グループの販売数量の約４割を占める土木・建築分野についても、震災復興需要が期待されるもの

の、構造的な公共投資の減少や建築内需の低迷等に伴い、長期的には需要が逓減すると予想されます。 

 一方、ＣＯ2排出削減等、地球環境保護の関心の高まりやエネルギー価格の高止まりを背景に、今後はハイブリ

ッド車・電気自動車化、自動車の軽量化が一層進展すると思われます。そのために、鋼管の薄肉化や特殊鋼等の鋼

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されます。 

 当社グループといたしましては、このような顧客ニーズを大きなビジネスチャンスと捉え、高強度な鋼管の様々

な形状への加工を可能とした世界初の３次元熱間曲げ焼き入れ（以下、３ＤＱという。）量産加工技術や新製品の

開発に積極的に取り組んでおりますが、昨年度は、マツダ車向けに３ＤＱ製品が初めて出荷されました。 

 また、大径薄肉鋼管、高強度薄肉異形管、ステンレス材やハイカーボン（高硬度）材等の高強度・高加工性の鋼

管の製造・販売体制を強化してまいります。 

 その他、当社グループでは、一層の品質向上を図るため、昨年、国内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）において顧客への品質巡回活動を展開し、顧客のニーズをタイムリーに製造・技術・営業に

繋げる体制を強化いたしました。 

 加えて、米国における当社連結子会社のＳＴＩと中国における当社連結子会社のＧＹＡにおいて、国内と同レベ

ルの品質検査設備を導入し、グローバルな品質保証体制を確立いたしました。 

 今後とも、高度化する顧客の品質ニーズに対応するため、後述する新日鐵住金株式会社（以下、新日鐵住金とい

う。）グループの電縫管事業の再編を活かし、品質管理の強化により一層努めてまいります。 

３．経営方針
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・海外事業の強化 

 海外におきましては、当社連結子会社のＳＴＩがある米国とＧＹＡがある中国では、自動車需要が回復・増加し

ております。 

 こうした中、一昨年、ＧＹＡにおいて第２造管ラインを設置し、また、ＳＴＩにおいては本年６月に第４造管ラ

インが完成いたします。本年度は、これらの増強設備を積極的に活用し、拡販に取り組んでまいります。 

 更に、自動車産業が急速に発展しているインドでは、現代自動車株式会社グループのハイスコ・スチール・イン

ディア及び住友商事株式会社（以下、住友商事という。）との合弁自動車用鋼管事業会社オートモーティブ・スチ

ール・パイプ・インディアが、本年４月に商業生産を開始いたしました。また、メキシコにおいても、当社の親会

社の新日鐵住金、株式会社メタルワン及び住友商事との合弁自動車用鋼管事業会社ニッポン・スチール・パイプ・

メキシコが、本年６月に生産を開始する予定であります。 

 当社グループでは、こうした海外への積極的な投資と、新日鐵住金出資のタイ・スチール・パイプ及びベトナ

ム・スチール・プロダクツを加え、グローバルなメカニカル鋼管需要を捕捉する体制を確立いたしました。 

 今後とも、海外における鋼管需要に対応するため、後述する新日鐵住金グループの電縫管事業の再編を活かし、

海外事業の強化に積極的に取り組んでまいります。 

   

・新日鐵住金による当社の完全子会社化及び当社と日鉄鋼管株式会社の合併に係る基本合意   

 本年４月26日、当社及び新日鐵住金は、本年８月１日を効力発生日として、新日鐵住金を株式交換完全親会社、

当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、本株式交換という。）契約を締結いたしました。 

 また、同日、当社、新日鐵住金及び日鉄鋼管株式会社（以下、日鉄鋼管という。）は、本株式交換の効力発生

後、更なる競争力強化を目指し、当社と日鉄鋼管が本年10月１日を効力発生日として合併（以下、本合併とい

う。）することを中心とした、３社が営む電縫管事業を再編すること（以下、本再編という。）について基本合意

に達し、基本合意書を締結いたしました。 

本株式交換は、本年６月27日開催予定の当社定時株主総会における承認を受けた上で行う予定であります。 

  

本再編では、以下のような施策を加速することにより、新日鐵住金グループとして、国内外の電縫管事業の競争力

及びお客様ニーズへの対応力を強化してまいります。 

 ① 生産体制の 適化及び需要地近隣生産拠点への生産移管等による効率化 

 ② 各社が保有する特徴や強みを活かした製品ラインアップや開発体制の強化により、お客様ニーズに的確に応

える事業体制の整備 

 ③ 海外事業においても、各社の特徴や強みを活かした機能分担により、各拠点の強化やグループ事業会社間の

連携推進を的確かつスピーディーに実施できる体制の構築 

  

 当社といたしましても、自動車・建産機及び土木・建築の両分野における内需の低迷、自動車メーカー及び自動

車部品メーカーの海外展開の加速や自動車の軽量化をはじめとするニーズの高度化という需要環境の下、国内の生

産体制の効率化、海外事業の展開、技術開発の強化を図っていく必要があります。このような国内外事業の競争力

強化と事業の成長のためには、新日鐵住金グループの経営資源を有効活用し、同グループとより一体となった経営

をタイムリーに進める必要があり、そのため、本株式交換及び本合併を中心とした本再編を進めることといたしま

した。 

  今後、早期に施策を具体化し、効果を挙げるよう努めてまいります。  

   

 なお、本件の具体的な内容については、本年４月26日に公表いたしました「新日鐵住金株式会社による住友鋼管

株式会社の完全子会社化及び住友鋼管株式会社と日鉄鋼管株式会社の合併に係る基本合意に関するお知らせ」をご

覧ください。 
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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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 784 1,337

受取手形及び売掛金 15,431 7,260

商品及び製品 2,708 2,277

仕掛品 1,851 1,701

原材料及び貯蔵品 7,037 6,640

繰延税金資産 190 227

短期貸付金 13,152 15,423

未収入金 471 5,768

未収還付法人税等 394 110

その他 84 83

貸倒引当金 △12 △14

流動資産合計 42,095 40,816

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,735 9,178

減価償却累計額 △4,514 △4,887

建物及び構築物（純額） 4,220 4,290

機械装置及び運搬具 19,554 20,167

減価償却累計額 △16,051 △16,579

機械装置及び運搬具（純額） 3,503 3,588

工具、器具及び備品 1,338 1,410

減価償却累計額 △1,204 △1,222

工具、器具及び備品（純額） 133 188

土地 5,791 5,794

リース資産 24 60

減価償却累計額 △9 △15

リース資産（純額） 14 44

建設仮勘定 92 470

有形固定資産合計 13,755 14,376

無形固定資産 164 111

投資その他の資産   

投資有価証券 3,174 4,138

投資不動産（純額） 695 668

繰延税金資産 74 58

その他 255 308

投資その他の資産合計 4,199 5,174

固定資産合計 18,120 19,662

資産合計 60,215 60,478
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,135 7,389

短期借入金 65 29

未払金 2,253 1,910

未払法人税等 63 141

賞与引当金 397 374

その他 55 87

流動負債合計 11,970 9,933

固定負債   

繰延税金負債 2,949 2,936

退職給付引当金 97 71

役員退職慰労引当金 87 96

資産除去債務 167 170

環境対策引当金 116 128

その他 251 297

固定負債合計 3,669 3,701

負債合計 15,640 13,635

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 35,191 36,337

自己株式 △15 △15

株主資本合計 43,863 45,009

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △1,405 △897

その他の包括利益累計額合計 △1,405 △897

少数株主持分 2,117 2,730

純資産合計 44,575 46,843

負債純資産合計 60,215 60,478
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 56,715 55,536

売上原価 48,852 48,233

売上総利益 7,862 7,302

販売費及び一般管理費 5,105 5,264

営業利益 2,757 2,037

営業外収益   

受取利息 62 64

技術指導料 70 95

受取賃貸料 103 99

持分法による投資利益 178 305

その他 68 77

営業外収益合計 482 641

営業外費用   

支払利息 3 2

賃貸収入原価 74 56

固定資産除却損 8 12

環境対策費 1 12

その他 17 28

営業外費用合計 104 112

経常利益 3,135 2,567

特別利益   

固定資産売却益 181 61

特別利益合計 181 61

特別損失   

災害による損失 31 －

投資有価証券評価損 － 62

訴訟和解金 490 －

特別損失合計 521 62

税金等調整前当期純利益 2,795 2,566

法人税、住民税及び事業税 602 844

法人税等調整額 △76 △27

法人税等合計 525 817

少数株主損益調整前当期純利益 2,270 1,749

少数株主利益 298 276

当期純利益 1,971 1,473
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,270 1,749

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △106 611

持分法適用会社に対する持分相当額 △71 101

その他の包括利益合計 △177 713

包括利益 2,092 2,463

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,825 1,981

少数株主に係る包括利益 266 482

住友鋼管㈱　（５４５７）　平成25年３月期　決算短信

-11-



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 33,480 35,191

当期変動額   

剰余金の配当 △261 △326

当期純利益 1,971 1,473

当期変動額合計 1,710 1,146

当期末残高 35,191 36,337

自己株式   

当期首残高 △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   

当期首残高 42,152 43,863

当期変動額   

剰余金の配当 △261 △326

当期純利益 1,971 1,473

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,710 1,146

当期末残高 43,863 45,009
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,259 △1,405

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △146 508

当期変動額合計 △146 508

当期末残高 △1,405 △897

少数株主持分   

当期首残高 1,852 2,117

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 265 613

当期変動額合計 265 613

当期末残高 2,117 2,730

純資産合計   

当期首残高 42,745 44,575

当期変動額   

剰余金の配当 △261 △326

当期純利益 1,971 1,473

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） 119 1,121

当期変動額合計 1,829 2,267

当期末残高 44,575 46,843
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 2,795 2,566

減価償却費 1,020 1,071

災害損失 31 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 62

訴訟和解金 490 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41 △25

前払年金費用の増減額（△は増加） △40 △33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △35 △22

環境対策引当金の増減額（△は減少） △1 12

受取利息及び受取配当金 △62 △64

支払利息 3 2

持分法による投資損益（△は益） △178 △305

有形固定資産除却損 8 12

有形固定資産売却損益（△は益） △181 △61

売上債権の増減額（△は増加） △394 8,387

たな卸資産の増減額（△は増加） △643 1,158

その他の流動資産の増減額（△は増加） 111 4

仕入債務の増減額（△は減少） △1,422 △2,163

未収入金の増減額（△は増加） △69 △5,294

その他の流動負債の増減額（△は減少） 466 △183

その他の固定負債の増減額（△は減少） △5 △15

その他 △76 52

小計 1,856 5,170

利息及び配当金の受取額 207 188

利息の支払額 △3 △2

訴訟和解金の支払額 △490 －

災害損失の支払額 △31 －

法人税等の支払額 △2,338 △476

営業活動によるキャッシュ・フロー △799 4,880
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

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 △1,385 △1,237

無形固定資産の取得による支出 △8 △7

有形固定資産の売却による収入 222 62

投資有価証券の取得による支出 △457 △734

定期預金の払戻による収入 245 －

その他 △203 △71

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,587 △1,988

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） △6 △39

配当金の支払額 △261 △326

少数株主への配当金の支払額 △151 △97

リース債務の返済による支出 △1 △5

少数株主からの払込みによる収入 128 198

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 △292 △269

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,695 2,708

現金及び現金同等物の期首残高 16,380 13,684

現金及び現金同等物の期末残高 13,684 16,393
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   該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社はスミテック鋼管株式会社、シーモア・チュービング・インク、広州友日汽車配件有限公司及び

ＳＰＴアンドＳＣインベストメント株式会社の４社であります。 

  

２．持分法適用に関する事項 

 パナソニックエコソリューションズＳＰＴ株式会社、パナソニックＥＳスチールタイ株式会社及びＰＴ．イ

ンドネシア・ニッポン・スチール・パイプの３社に持分法を適用しております。 

 なお、持分法を適用していない関連会社（オートモーティブ・スチール・パイプ・インディア・プライベー

ト・リミテッド、ニッポン・スチール・パイプ・メキシコと株式会社エヌピー・エック）は、当期純利益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

  

３．連結子会社の事業の年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、シーモア・チュービング・インク及び広州友日汽車配件有限公司の決算日は12月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。その他の連結子

会社の事業年度は連結会計年度と同一であります。 

 なお、連結決算日との間に発生しました重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

 （１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

  （イ）有価証券  

   その他有価証券 

   (a）時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

 (b）時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  （ロ）たな卸資産 

 当社及び国内連結子会社は、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

 ただし、貯蔵品のうち使用中のロール等については、取得価額（処分見込額控除後）の２分の１で評価して

おります。 

 在外連結子会社は、先入先出法又は移動平均法による低価法 

  

 （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  （イ）有形固定資産（リース資産を除く）  

 当社及び国内連結子会社は定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  

 建物及び構築物   14年～47年 

 機械装置及び運搬具 11年～14年 

 在外連結子会社は定額法を採用しております。 

 なお主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建物及び構築物   15年～31年 

 機械装置及び運搬具 10年 

  （ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 なお、主な耐用年数は自社利用のソフトウェア５年であります。 

（5）連結財務諸表に関する注記事項

（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）
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  （ハ）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零とする定額法を採用しております。  

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理方法によっております。 

（ニ）投資不動産 

 定額法 

 なお、主な耐用年数は建物15年～50年であります。 

  

 （３）重要な引当金の計上基準 

（イ）貸倒引当金 

 当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 在外連結子会社は、主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。 

（ロ）賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。 

（ハ）退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づいて計上しております。 

 在外連結子会社のうちシーモア・チュービング・インクは、確定拠出型退職年金制度を採用しております。 

 なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定率法

により、翌連結会計年度から損益処理しております。 

（ニ）役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給

額を計上しております。 

（ホ）環境対策引当金 

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれるＰＣ

Ｂ廃棄物の処理損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。 

  

 （４）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 なお、在外連結子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は、期末日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。 

  

 （５）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

 （６）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（イ）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

 （減価償却方法の変更） 

  法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以降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方法に変更しております。 

  なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。  

（会計方針の変更）

住友鋼管㈱　（５４５７）　平成25年３月期　決算短信

-17-



１．報告セグメントの概要 

 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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は会社間の取引であり、市場価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日） 

                                           （単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額30百万円はセグメント間取引消去によるものです。 

      ２．セグメント資産の調整額13,564百万円には、当社の余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）、 

     長期投資資金（投資有価証券）等が含まれております。   

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

  

（セグメント情報等）

セグメント情報

  報告セグメント  

合計  

  

調整額 

(注１.２) 

  

連結 

財務諸表 

計上額 

（注３）

  

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  44,995  8,092  3,407  56,495  219  56,715 -  56,715

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
- - - - - - - - 

計  44,995  8,092  3,407  56,495  219  56,715 -  56,715

セグメント利益  1,631  562  426  2,620  106  2,726  30  2,757

セグメント資産 39,175  3,784  3,034 45,994  656 46,650 13,564  60,215

その他の項目                 

減価償却費  744  164  75  984  36  1,020 -  1,020

持分法適用会社への

投資額  
 2,487 - -  2,487 -  2,487 -  2,487

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
 560  309  652  1,522 -  1,522 -  1,522
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 当連結会計年度（自 平成24年４月１日  至 平成25年３月31日） 

                                           （単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額28百万円はセグメント間取引消去によるものです。 

      ２．セグメント資産の調整額16,396百万円には、当社の余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）、 

     長期投資資金（投資有価証券）等が含まれております。   

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

  

  報告セグメント  

合計  

  

調整額 

(注１.２) 

  

連結 

財務諸表 

計上額 

（注３）

  

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  39,942  12,012  3,365  55,321  214  55,536 -  55,536

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
- - - - - - - - 

計  39,942  12,012  3,365  55,321  214  55,536 -  55,536

セグメント利益  453  1,137  325  1,917  92  2,009  28  2,037

セグメント資産  35,469  5,209  2,735  43,414  668  44,082  16,396  60,478

その他の項目                 

減価償却費  694  206  138  1,038  32  1,071 -  1,071

持分法適用会社への

投資額  
 2,778 - -  2,778 -  2,778 -  2,778

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
 807  596  43  1,447 -  6 -  1,453
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 （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。 

  

  

 本年４月26日、当社及び新日鐵住金は、本年８月１日を効力発生日として、新日鐵住金を株式交換完全親会社、当

社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、本株式交換という。）契約を締結いたしました。  

 また、同日、当社、新日鐵住金及び日鉄鋼管は、本株式交換の効力発生後、更なる競争力強化を目指し、当社と日

鉄鋼管が本年10月１日を効力発生日として合併することを中心とした、３社が営む電縫管事業を再編することについ

て基本合意に達し、基本合意書を締結いたしました。 

  

注記事項

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額                 円 銭 1,299 32                 円 銭 1,349 96

１株当たり当期純利益金額            円 銭 60 35            円 銭 45 9

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 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。 

 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

（自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  1,971  1,473

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）  1,971  1,473

普通株式の期中平均株式数（株）  32,677,159  32,677,063

（重要な後発事象）
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役員の異動 

①代表取締役の異動 

  ・退任予定代表取締役会長 

   代表取締役会長 丸尾 充（当社相談役就任予定） 

    代表者の異動につきましては、本日「代表取締役の異動に関するお知らせ」において公開しております。 

   

②その他の役員の異動 

 ・昇任取締役候補 

   常務取締役    草地 洋三 （現 取締役） 

   常務取締役    大石 公志 （現 取締役）  

    

③就任予定日 

 平成25年６月27日 

  

５．その他
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