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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 12,771 ― 323 ― 372 ― 234 ―

20年3月期第1四半期 14,073 16.3 1,191 198.4 1,218 192.7 533 161.3

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 3.95 ―

20年3月期第1四半期 8.99 ―

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 52,597 27,024 44.1 390.30
20年3月期 51,694 26,626 43.8 381.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  23,169百万円 20年3月期  22,663百万円

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  無  
 

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.50 ― 3.50 7.00

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 26,000 ― 1,100 ― 1,080 ― 520 ― 8.76
通期 54,000 △2.1 2,300 △29.1 2,250 △29.8 1,100 △29.4 18.53

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、２～３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、２～３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 
・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います。 
・上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  60,453,268株 20年3月期  60,453,268株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,089,572株 20年3月期  1,088,479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  59,364,094株 20年3月期第1四半期  59,371,728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のわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題を背景とした金融不安

や世界経済の減速、原油や素材価格高騰の影響により企業業績が伸び悩み、個人消費や設備投資、輸出産業
にも陰りが見え始めるなど、景気の先行き不透明感が強まる状況となりました。
このような情勢の中で、鋼管業界におきましては、普通鋼製品においては素材コイルの大幅な値上げによ

り製品価格も高騰し、これまで比較的安定していた設備材等の需要にやや陰りが見られました。建築関連向
けについても資材の高騰によりさらに厳しい状況となりました。
ステンレス製品につきましては、機械・造船・環境関連などの需要が堅調に推移しているものの、激しい受
注競争・価格競争が続いております。また、建築需要は引き続き低迷した状況にあります。
当社グループといたしましては、利益確保が厳しくなりつつある環境にあって、ユーザー密着型の営業方針
を推進し、販売の拡大に努力してまいりました。
その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は12,771百万円、経常利益は372百万円、四半期純利益は

234百万円となりました。

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の総資産は52,597百万円となり、前連結会計年度末に比べ902百万円増加しま

した。主な増減は、流動資産では売掛金が279百万円、有価証券が540百万円、製品が218百万円の増加とな
り、受取手形が855百万円の減少となりました。
固定資産では、投資有価証券が828百万円の増加となり、有形固定資産（機械及び装置）が106百万円の減少
となりました。
負債合計は25,572百万円となり、前連結会計年度末に比べ503百万円増加しました。主な増減は、流動負債

では短期借入金が287百万円、その他（預り金）が125百万円の増加となり、支払手形及び買掛金が322百万円
の減少となりました。
固定負債では、その他（繰延税金負債）が349百万円の増加となりました。
純資産は27,024百万円となり、前連結会計年度末に比べ398百万円増加しました。主な増減は、その他有価

証券評価差額金が490百万円の増加となり、少数株主持分が108百万円の減少となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後の見通しにつきましては、これまで堅調だった輸出の鈍化が懸念され、景気は後退局面に入るとの見

方があり、経営環境は予断を許さない状況にあります。
鋼管業界におきましても、普通鋼の材料値上がりに対して製品価格是正への取り組み、価格高騰により引

き起こされたステンレス製品離れへの対応など、課題はいろいろとありますが、生産量・販売量の拡大に向
けて努力してまいります。
なお、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月期決算発表時(平成20年5月15日)に公表

した業績予想数値と変更はありません。

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 棚卸資産の評価方法
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚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。

② 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ないと認められるので、前連結会計年度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する方法によっております。
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(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 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 （会計方針の変更）
1 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。
　これにより、営業利益及び経常利益が14百万円、税金等調整前四半期純利益が104百万円それぞれ減
少しております。

2 リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として
計上しております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
　これによる損益に与える影響はありません。

③ （表示方法の変更）
　賞与引当金
従来、流動負債の未払費用に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度より流動負債の賞与引当金
として区分掲記しております。
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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 5,303 5,196

受取手形及び売掛金 20,000 20,576

有価証券 1,242 701

商品 4,719 4,910

製品 1,825 1,606

原材料 1,090 1,125

仕掛品 301 286

その他 1,451 1,402

貸倒引当金 △551 △562

流動資産合計 35,384 35,244

固定資産

有形固定資産 9,017 9,083

無形固定資産 8 9

投資その他の資産

投資有価証券 7,579 6,750

その他 608 607

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 8,186 7,357

固定資産合計 17,212 16,450

資産合計 52,597 51,694

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,530 15,852

短期借入金 5,817 5,529

未払法人税等 134 0

賞与引当金 229 －

その他 1,134 1,269

流動負債合計 22,845 22,652

固定負債

長期借入金 59 62

退職給付引当金 834 807

役員退職慰労引当金 273 332

その他 1,560 1,212

固定負債合計 2,727 2,415

負債合計 25,572 25,068
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（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）

純資産の部

株主資本

資本金 3,940 3,940

資本剰余金 4,156 4,156

利益剰余金 13,492 13,465

自己株式 △212 △211

株主資本合計 21,376 21,350

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,231 1,740

繰延ヘッジ損益 0 △1

為替換算調整勘定 △439 △425

評価・換算差額等合計 1,793 1,312

少数株主持分 3,854 3,962

純資産合計 27,024 26,626

負債純資産合計 52,597 51,694
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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）

売上高 12,771

売上原価 11,039

売上総利益 1,731

販売費及び一般管理費 1,408

営業利益 323

営業外収益

受取利息 2

受取配当金 68

仕入割引 7

雑収入 32

営業外収益合計 112

営業外費用

支払利息 22

売上割引 5

退職給付会計基準変更時差異の処理額 30

雑支出 3

営業外費用合計 62

経常利益 372

特別利益

貸倒引当金戻入額 11

特別利益合計 11

特別損失

固定資産除却損 0

たな卸資産評価損 89

特別損失合計 89

税金等調整前四半期純利益 293

法人税、住民税及び事業税 134

法人税等調整額 △28

法人税等合計 105

少数株主利益 △46

四半期純利益 234
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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 293

減価償却費 151

固定資産除却損 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59

受取利息及び受取配当金 △71

支払利息 22

売上債権の増減額（△は増加） 547

たな卸資産の増減額（△は増加） 5

仕入債務の増減額（△は減少） △323

その他 △13

小計 570

利息及び配当金の受取額 71

利息の支払額 △22

法人税等の支払額 △29

営業活動によるキャッシュ・フロー 589

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1

有形固定資産の取得による支出 △77

貸付金の回収による収入 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △30

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） 330

長期借入金の返済による支出 △7

配当金の支払額 △185

少数株主への配当金の支払額 △48

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 89

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 647

現金及び現金同等物の期首残高 5,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,546
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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】

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）

鋼管関連
事業

自転車関連
事業

その他事業 合計
消去又は

全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 13,655 311 106 14,073 ― 14,073

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― 10 10 (10) ―

計 13,655 311 116 14,084 (10) 14,073

営業費用 12,492 355 44 12,892 (10) 12,881

営業利益又は営業損失(△) 1,163 △43 72 1,191 (―) 1,191

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）

鋼管関連
事業

自転車関連
事業

その他事業 合計
消去又は

全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 12,328 304 137 12,771 ― 12,771

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― 10 10 (10) ―

計 12,328 304 147 12,781 (10) 12,771

営業費用 12,060 328 69 12,458 (10) 12,447

営業利益又は営業損失(△) 268 △23 78 323 (―) 323

(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」

（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

前第１四半期

（自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日）

　Ⅰ 売上高 14,073

　Ⅱ 売上原価 11,508

　 売上総利益 2,564

　Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,372

　 営業利益 1,191

　Ⅳ 営業外収益 105

　Ⅴ 営業外費用 78

　 経常利益 1,218

　Ⅵ 特別利益 0

　Ⅶ 特別損失 2

　 税金等調整前四半期純利益 1,217

　 法人税、住民税及び事業税 410

　 法人税等調整額 83

　 少数株主利益 188

　 四半期純利益 533
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