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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 10,347 ― 1,241 ― 1,401 ― 789 ―

20年3月期第1四半期 10,068 9.4 1,346 37.2 1,607 44.7 1,011 18.1

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

21年3月期第1四半期 17.88 ―

20年3月期第1四半期 22.70 22.68

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

21年3月期第1四半期 67,546 50,539 71.7 1,098.03
20年3月期 67,995 50,616 71.4 1,099.37

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  48,460百万円 20年3月期  48,519百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 8.00 ― 9.00 17.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 23,500 11.4 2,700 △7.3 2,900 △11.1 1,600 △23.5 36.25
通期 48,000 10.3 5,400 △3.5 6,100 △2.6 3,500 △5.1 79.30

4.  その他 
(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) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 当資料に記載の将来に関する予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業
況の変化等により開示した予想数値と異なる場合があります。 
(2) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  44,713,930株 20年3月期  44,713,930株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  579,755株 20年3月期  579,536株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  44,134,303株 20年3月期第1四半期  44,578,164株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油及び鋼材価格が引き続き高騰する中で、企業収益の減
少を背景に設備投資抑制などの動きが見られたほか、米国サブプライムローン問題を背景とした米国経済減速の
影響、また物価上昇による消費の落ち込み懸念などにより、景気の先行きに対する不透明感が一層増してきてお
ります。 
関連業界の状況につきましては、次のとおりであります。 
土木業界における公共事業は依然として厳しい状況が続いておりますが、建築業界におきましても、材料価格
上昇などの影響を受け、不透明感がでております。 
また、建設機械・工作機械業界につきましては比較的堅調に推移しましたが、主に米国経済減速を背景に、自
動車業界において一部に翳りが見え始めております。 
このような状況のもと、当社グループは中期経営計画「VALUE UP 10-20」（３ヵ年計画）の基本方針に基づき、
新商品・新技術の開発及び拡販、国内外の生産拠点の充実を図ってまいりましたが、原材料価格の上昇、減価償
却費負担増などがコストアップ要因となりました。 
この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は10,347百万円（前年同期比2.8％増）、営業利益は1,241百万
円（前年同期比7.8％減）、経常利益は1,401百万円（前年同期比12.8％減）、四半期純利益は789百万円（前年同
期比22.0％減）となりました。 
 
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
①製品事業部関連事業 
当社主力製品であるコンクリートパイル用ウルボン、中高層マンション向け及び場所打ち杭用高強度せん断補

強筋の販売量は、前年同期と比較し減少いたしました。一方、自動車・二輪車用サスペンションばね等に使用さ
れる高強度ばね鋼線（ＩＴＷ）の販売量は、ほぼ前年同期並で推移しました。またコスト面においては、原材料
価格上昇の影響がありました。この結果、売上高は5,260百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は591百万円
（前年同期比10.3％減）となりました。 
 

②加工・電機関連事業 
熱処理受託加工関連事業は、自動車、建設機械・工作機械業界からの受注は堅調であったものの、生産拠点の

拡大などの投資に伴う償却負担増などがコストアップ要因となりました。誘導加熱装置関連事業は、海外を含め
顧客の積極的な開拓に注力しましたが、売上は減少いたしました。この結果、売上高は4,963百万円（前年同期
比1.8％増）、営業利益は566百万円（前年同期比6.6％減）となりました。 
 

③賃貸事業他 
当社保有の賃貸物件については、引き続き安定的に業績に寄与しております。この結果、売上高は123百万円
（前年同期比0.4％減）、営業利益は83百万円（前年同期比3.5％増）となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は67,546百万円（前連結会計年度末比0.7％減）となりました。こ

の主な要因は、土地の取得などにより有形固定資産が増加しましたが、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減
少したことなどによります。 
当第１四半期連結会計期間末における負債は、17,007百万円（前連結会計年度末比2.1％減）となりました。こ

の主な要因は、保有株式等の時価評価の結果、繰延税金負債が増加したものの、未払法人税等などが減少したこ
となどによります。 
当第１四半期連結会計期間末における純資産は50,539百万円（前連結会計年度末比0.2％減）となりました。こ

の主な要因は、利益剰余金や保有株式の時価評価によりその他有価証券評価差額金は増加しましたが、為替換算
調整勘定が減少したことなどによります。 
この結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は71.7％となりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、5,689百万円（前連結会計年度末と比べて251百

万円の減少）となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は、1,291百万円（前年同期は387百万円の収入）であります。これは、税金等調

整前四半期純利益は減少したものの、減価償却費の増加、売上債権の減少、法人税等の支払額の減少などの要因
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によります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果支出した資金は、1,698百万円（前年同期は544百万円の支出）であります。これは、有価証券

の売却及び償還による収入が400百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が1,929百万円あったこと
などによります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果得られた資金は、214百万円（前年同期は420百万円の支出）であります。これは短期借入れに

よる収入が500百万円あったことなどによります。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
平成21年３月期の連結業績予想につきましては、「平成20年３月期 決算短信」（平成20年５月15日）公表時

点から業績予想の修正はありません。 
なお、予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおり

ます。実際の業績等は、業況の変化等により、開示した予想数値と異なる場合があります。 
 

４．その他 

(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） 
該当事項はありません。 
 

(2) 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 
① 簡便的な会計処理 
一般債権の貸倒見積高の算定方法 
貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度
決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 
 
たな卸資産の評価方法 
四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の
実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行うこととしております。 
 
固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却の方法として主として定率法を採用しておりますが、連結会計年度に係る減価償却費の額を期
間按分して算定しております。 
 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予
測やタックス・プランニングを利用しております。 
 

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 
税金費用については、当第１四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。 
 

(3) 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 
① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によってお
りましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 
平成18年７月５日）が適用されことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額について
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ８百万円減少しております。 
なおセグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 
なお、この変更による損益への影響はありません。 
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５．【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１四半期 
連結会計期間末 
(平成20年６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20年３月31日) 

（資産の部）     

 流動資産     

  現金及び預金  5,700  5,952 

  受取手形及び売掛金  14,693  15,524 

  有価証券  20  420 

  製品  449  338 

  原材料  692  479 

  仕掛品  1,652  1,244 

  貯蔵品  279  264 

  その他  1,711  1,840 

  貸倒引当金  △82  △80 

  流動資産合計  25,118  25,984 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  8,215  7,708 

   機械装置及び運搬具（純額）  10,383  10,288 

   土地  10,442  9,428 

   建設仮勘定  750  2,002 

   その他（純額）  339  353 

   有形固定資産合計  30,131  29,783 

  無形固定資産     

   のれん  200  211 

   その他  184  202 

   無形固定資産合計  384  414 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  11,581  11,478 

   長期貸付金  288  292 

   その他  275  276 

   貸倒引当金  △233  △233 

   投資その他の資産合計  11,911  11,813 

  固定資産合計  42,427  42,010 

 資産合計  67,546  67,995 
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当第１四半期 
連結会計期間末 
(平成20年６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20年３月31日) 

（負債の部）     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  6,202  6,125 

  短期借入金  2,538  2,108 

  未払法人税等  510  1,039 

  賞与引当金  481  841 

  その他  3,759  3,894 

  流動負債合計  13,492  14,009 

 固定負債     

  長期借入金  1,443  1,448 

  引当金  146  134 

  負ののれん  1  2 

  その他  1,923  1,784 

  固定負債合計  3,514  3,369 

 負債合計  17,007  17,379 

（純資産の部）     

 株主資本     

  資本金  6,418  6,418 

  資本剰余金  5,529  5,529 

  利益剰余金  36,836  36,451 

  自己株式  △718  △718 

  株主資本合計  48,066  47,680 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  1,289  921 

  繰延ヘッジ損益  △0  △0 

  為替換算調整勘定  △894  △81 

  評価・換算差額等合計  394  838 

 少数株主持分  2,078  2,096 

 純資産合計  50,539  50,616 

負債純資産合計  67,546  67,995 
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(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 
(単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高    10,347 

売上原価    7,584 

売上総利益    2,763 

販売費及び一般管理費    1,521 

営業利益    1,241 

営業外収益     

 受取利息    3 

 受取配当金    89 

 負ののれん償却額    1 

 持分法による投資利益    47 

 その他    50 

 営業外収益合計    191 

営業外費用     

 支払利息    17 

 売上債権売却損    5 

 その他    7 

 営業外費用合計    31 

経常利益    1,401 

特別利益     

 前期損益修正益    1 

 有形固定資産売却益    0 

 投資有価証券売却益    59 

 特別利益合計    61 

特別損失     

 有形固定資産除却損    44 

 投資有価証券売却損    53 

 その他    3 

 特別損失合計    101 

税金等調整前四半期純利益    1,361 

法人税等    535 

少数株主利益    36 

四半期純利益    789 
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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) 

  
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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    1,361 
 減価償却費    717 
 のれん償却額    10 
 貸倒引当金の増減額（△は減少）    3 
 賞与引当金の増減額（△は減少）    △360 
 退職給付引当金の増減額（△は減少）    12 
 受取利息及び受取配当金    △92 
 支払利息    17 
 為替差損益（△は益）    △14 
 持分法による投資損益（△は益）    △47 
 有形固定資産売却損益（△は益）    △0 
 有形固定資産除却損    44 
 投資有価証券売却損益（△は益）    △6 
 売上債権の増減額（△は増加）    762 
 たな卸資産の増減額（△は増加）    △772 
 仕入債務の増減額（△は減少）    114 
 その他    501 
 小計    2,251 
 利息及び配当金の受取額    100 
 利息の支払額    △12 
 法人税等の支払額    △1,047 
 営業活動によるキャッシュ・フロー    1,291 
投資活動によるキャッシュ・フロー     
 有価証券の売却及び償還による収入    400 
 有形固定資産の取得による支出    △1,929 
 有形固定資産の売却による収入    0 
 投資有価証券の取得による支出    △252 
 投資有価証券の売却による収入    76 
 貸付による支出    △0 
 貸付金の回収による収入    11 
 その他    △5 
 投資活動によるキャッシュ・フロー    △1,698 
財務活動によるキャッシュ・フロー     
 短期借入れによる収入    500 
 長期借入金の返済による支出    △8 
 自己株式の取得による支出    △0 
 配当金の支払額    △397 
 少数株主からの払込みによる収入    120 
 その他    0 
 財務活動によるキャッシュ・フロー    214 
現金及び現金同等物に係る換算差額    △58 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）    △251 
現金及び現金同等物の期首残高    5,941 
現金及び現金同等物の四半期末残高    5,689 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財
務諸表を作成しております。 
 
(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
(5) セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 
製品事業部 
関連事業 
(百万円) 

加工・電機 
関連事業 
(百万円) 

賃貸事業他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 5,260  4,963  123  10,347  －  10,347  

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 －  －  75  75  （75） －  

計 5,260  4,963  199  10,423  （75） 10,347  

営業利益 591  566  83  1,241  －  1,241  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業の主な製品 
(1) 製品事業部関連事業……ＰＣ鋼棒・異形ＰＣ鋼棒・せん断補強筋・高強度ばね鋼線 
(2) 加工・電機関連事業……熱処理受託加工・誘導加熱装置・自動車部品等 
(3) 賃貸事業他………………動産ならびに不動産に係る賃貸事業及び上記以外の事業 

３ 会計方針の変更 
「４．その他 (3) 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」に記載のとおり、当
第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用
しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が加工・電機関連事業で８百万円減少し
ております。 

 

【所在地別セグメント情報】 
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
 全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており
ます。 

 
【海外売上高】 
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

（単位：百万円） 

前年同四半期 
(平成20年３月期 
第１四半期) 科 目 

金 額 
Ⅰ 売上高 10,068 

Ⅱ 売上原価 7,276 

   売上総利益 2,791 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,445 

   営業利益 1,346 

Ⅳ 営業外収益 288 

Ⅴ 営業外費用 27 

   経常利益 1,607 

Ⅵ 特別利益 124 

Ⅶ 特別損失 29 

   税金等調整前四半期純利益 1,703 

   法人税、住民税及び事業税 645 

   少数株主利益 46 

   四半期純利益 1,011 
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

（単位：百万円） 

 
前年同四半期 
平成20年３月期 
第１四半期 

区 分 金 額 
Ⅰ 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 1,703 

 減価償却費 605 

 引当金の増減額（減少は△） △378 

 受取利息及び受取配当金 △95 

 支払利息 16 

 持分法による投資損益（利益は△） △54 

 有形固定資産売却益 △66 

 有形固定資産処分損等 23 

 有価証券売却損益（利益は△） △115 

 売上債権の増減額（増加は△） △381 

 たな卸資産の増減額（増加は△） △419 

 仕入債務の増減額（減少は△） 427 

 役員賞与の支払額 △25 

 その他 503 

    小計 1,743 

 利息及び配当金の受取額 98 

 利息の支払額 △18 

 法人税等の支払額 △1,435 

    営業活動によるキャッシュ・フロー 387 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の売却及び満期による収入 100 

 有形固定資産の取得による支出 △714 

 有形固定資産の売却による収入 83 

 投資有価証券の取得による支出 △204 

 投資有価証券の売却による収入 180 

 その他 10 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △544 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 借入金の純増減額（減少は△） △41 

 自己株式の取得による支出 △0 

 配当金の支払額 △378 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △420 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少は△） △577 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,319 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,741 
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(3) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 
製品事業部 
関連事業 
（百万円） 

加工・電機 
関連事業 
（百万円） 

賃貸事業他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

 (1)外部顧客に対する売上高 5,067  4,876  124  10,068  －  10,068  

 (2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

－  －  65  65  （ 65） －  

計 5,067  4,876  189  10,133  （ 65） 10,068  

営業費用 4,407  4,270  108  8,786  （ 65） 8,721  

営業利益 659  606  80  1,346  －  1,346  
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