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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 24,953 ― 575 ― 626 ― 428 ―

20年3月期第2四半期 27,650 10.2 2,242 71.6 2,262 77.3 1,016 82.0

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2四半期 7.21 ―

20年3月期第2四半期 17.12 ―

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2四半期 51,057 26,302 44.0 378.27
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2四半期  22,452百万円 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 ― 3.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 50,000 △9.3 1,620 △50.1 1,620 △49.4 1,000 △35.8 16.85

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 
 ・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2四半期  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2四半期  1,096,391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2四半期  59,361,045株 20年3月期第2四半期  59,369,849株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年からの米国のサブプライムローン問題に端を発
した金融・資本市場の混乱や、原油価格をはじめとした原材料価格の高騰などによる世界経済の同時減速
の中にあって、輸出鈍化や個人消費の減退、設備投資の抑制など景気後退が鮮明になってまいりました。
このような情勢のなかで、鋼管業界におきましては、期初からの普通鋼コイルの大幅な値上がりに対し

て漸次製品価格の是正を進めてまいりましたが、これまで堅調に推移していました自動車をはじめ造船・
機械など輸出関連業種の需要に、第２四半期の始め頃からやや陰りが出てまいりました。また、各種製造
業における設備投資向けの需要も徐々に減少傾向にあります。ステンレス製品につきましては、前期半ば
までのステンレスコイルの高騰を受けて製品価格も急上昇し、結果としてステンレス製品離れと建材需要
の落ち込みとなりました。その後、ニッケル相場の急落により市況は一転して下落傾向となりましたが需
要は回復せず、特に流通販売市場における荷動きは不振を極めております。 
こうした厳しい環境の下、製販一体となって提案営業を推進し、ユーザー紐付販売をさらに強化すると

ともに、生産体制と在庫・物流の効率化に努めてまいりました。 
その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は24,953百万円、営業利益は575百万円、経常利益は626

百万円、四半期純利益は428百万円となりました。 
  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は51,057百万円となり、前連結会計年度末に比べ636百万円の減
少となりました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金が223百万円、有価証券が1,302百万円、製品
が491百万円、原材料が205百万円の増加となり、受取手形及び売掛金が2,105百万円の減少となりまし
た。固定資産では、有形固定資産（建設仮勘定）が127百万円の増加となり、有形固定資産（機械及び装
置）が137百万円、投資有価証券が709百万円の減少となりました。 
負債合計は24,755百万円となり、前連結会計年度末に比べ313百万円の減少となりました。主な増減

は、流動負債では未払法人税等が448百万円の増加となり、支払手形及び買掛金が578百万円の減少となり
ました。固定負債では、その他（繰延税金負債）が262百万円の減少となりました。 
純資産は26,302百万円となり、前連結会計年度に比べ323百万円の減少となりました。主な増減は、利

益剰余金が220百万円の増加となり、その他有価証券評価差額金が413百万円、少数株主持分が113百万円
の減少となりました。 
  

  

今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機がさらに実体経済に悪影響を及ぼすものと予想されま
す。改正建築基準法施行の影響により落ち込んだ建築用鋼材の需要回復が進まない中、不動産市況の悪化
が重なり、建築用鋼材の需給環境はさらなる悪化が懸念されます。 
また、各種製造業向けの鋼材需要は、生産活動や設備投資の減退から落ち込むものと予想されます。 
このような状況のもと、経営環境の変化に即した生産体制の確立と販売体制の強化に注力し、顧客満足

度の充実に努め、業績の回復を図ってまいりたいと存じます。 
なお、平成20年5月15日の決算発表時に公表の平成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）につきましては、以下のとおり修正いたします。 

 
※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。 

  
  

【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

2. 連結財政状態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

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） (単位:百万円)

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

前回発表予想(A) 54,000 2,300 2,250 1,100 18円53銭

今回発表予想(B) 50,000 1,620 1,620 1,000 16円85銭

増 減 額（B－A） △4,000 △680 △630 △100 ―

増 減 率 △7.4％ △29.6％ △28.0％ △9.1％ ―
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該当事項はありません。 
  

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。 

  

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） 

ⅰ 棚卸資産の評価に関する会計基準等の適用 

「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12百万円、税金等調整前四半期純利益が102百万円それぞ

れ減少しております。 

ⅱ 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」（企業会計基準適用指針第16号）を第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針に準じた会計処理に変更しております。 
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、流動負債のその他（未払費用）に含めて表示しておりましたが、第1四半期連結会計期間
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。 

  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 5,420 5,196 

受取手形及び売掛金 18,471 20,576 

有価証券 2,004 701 

商品 4,682 4,910 

製品 2,097 1,606 

原材料 1,330 1,125 

仕掛品 367 286 

その他 1,460 1,402 

貸倒引当金 △459 △562 

流動資産合計 35,375 35,244 

固定資産 

有形固定資産 9,034 9,083 

無形固定資産 8 9 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,041 6,750 

その他 598 607 

貸倒引当金 △1 △1 

投資その他の資産合計 6,639 7,357 

固定資産合計 15,682 16,450 

資産合計 51,057 51,694 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 15,274 15,852 

短期借入金 5,392 5,529 

未払法人税等 448 0 

賞与引当金 416 － 

その他 1,121 1,269 

流動負債合計 22,654 22,652 

固定負債 

長期借入金 60 62 

退職給付引当金 807 807 

役員退職慰労引当金 282 332 

その他 949 1,212 

固定負債合計 2,100 2,415 

負債合計 24,755 25,068 

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 13,686 13,465 

自己株式 △213 △211 

株主資本合計 21,568 21,350 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,327 1,740 

繰延ヘッジ損益 △11 △1 

為替換算調整勘定 △432 △425 

評価・換算差額等合計 884 1,312 

少数株主持分 3,849 3,962 

純資産合計 26,302 26,626 

負債純資産合計 51,057 51,694 
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 24,953 

売上原価 21,612 

売上総利益 3,341 

販売費及び一般管理費 2,766 

営業利益 575 

営業外収益 

受取利息 24 

受取配当金 75 

仕入割引 14 

雑収入 67 

営業外収益合計 182 

営業外費用 

支払利息 44 

売上割引 11 

退職給付会計基準変更時差異の処理額 61 

雑支出 13 

営業外費用合計 131 

経常利益 626 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 103 

特別利益合計 103 

特別損失 

固定資産除却損 5 

たな卸資産評価損 89 

特別損失合計 95 

税金等調整前四半期純利益 634 

法人税、住民税及び事業税 441 

法人税等調整額 △177 

法人税等合計 263 

少数株主利益 △57 

四半期純利益 428 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 634 

減価償却費 308 

固定資産除却損 3 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △103 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △50 

受取利息及び受取配当金 △100 

支払利息 44 

売上債権の増減額（△は増加） 2,092 

たな卸資産の増減額（△は増加） △552 

仕入債務の増減額（△は減少） △587 

その他 45 

小計 1,735 

利息及び配当金の受取額 99 

利息の支払額 △46 

法人税等の支払額 △34 

法人税等の還付額 243 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,997 

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 △40 

投資有価証券の売却による収入 40 

有形固定資産の取得による支出 △133 

貸付けによる支出 △29 

貸付金の回収による収入 65 

その他 4 

投資活動によるキャッシュ・フロー △92 

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） △105 

長期借入金の返済による支出 △15 

配当金の支払額 △207 

少数株主への配当金の支払額 △48 

自己株式の取得による支出 △2 

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △378 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,526 

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 7,424 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
（注）１ 事業区分は、製品の機能別種類により区分しています。 

 ２ 各事業の主な製品 

(1) 鋼管関連事業 … 普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、各種型鋼、精密加工品 

(2) 自転車関連事業 … 自転車用リム、自動二輪車用リム 

(3) その他事業 … 機械及び同部品、不動産の賃貸等 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

鋼管関連
事業

自転車関連
事業

その他事業 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 23,957 656 340 24,953 ― 24,953

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高

― ― 21 21 (21) ―

計 23,957 656 361 24,975 (21) 24,953

営業利益又は営業損失(△) 440 △33 168 575 (―) 575

(6) 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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【参考資料】

中間連結損益計算書

前 中 間 連 結 会 計 期 間

科    目
 （自 平成19年4月 1日

  至 平成19年9月30日）

金額(百万円) 百分比(％)

Ⅰ 売上高 27,650 100.0

Ⅱ 売上原価 22,697 82.1

売上総利益 4,953 17.9

Ⅲ 販管費及び一般管理費 2,710 9.8

営業利益 2,242 8.1

Ⅳ 営業外収益

受取利息 19
受取配当金 67
仕入割引 15
その他 69
営業外収益合計 171 0.6

Ⅴ 営業外費用

支払利息 50
売上割引 11
退職給付の会計基 

準変更時差異償却
61

原価差額の原価外処理額 13
その他 14

営業外費用合計 151 0.5

経常利益 2,262 8.2

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 0
貸倒引当金戻入額 85
特別利益合計 85 0.3

Ⅶ 特別損失

固定資産除却損 23
固定資産売却損 0
投資有価証券評価損 5

特別損失合計 29 0.1

税金等調整前中間純利益 2,319 8.4

法人税、住民税及び事業税 1,102 4.0

法人税等調整額 △ 143 △ 0.5

少数株主利益 343 1.2

中間純利益 1,016 3.7
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中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

科       目
(自 平成19年4月 1日

 至 平成19年9月30日)

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 2,319 

減価償却費 315 

有形固定資産除却損 23 

有形固定資産売却益 △ 0

有形固定資産売却損 0 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 85

退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 224

役員退職引当金の増減額（減少：△） 17 

受取利息及び受取配当金 △ 86

支払利息 50 

投資有価証券評価損 5 

売上債権の増減額（増加：△） 715

たな卸資産の増減額（増加：△） △ 1,970

仕入債務の増減額（減少：△） 573

未払消費税等の増減額（減少：△） △ 117

その他 30

 小 計 1,564 

利息及び配当金の受取額 91 

利息の支払額 △ 50

法人税等の支払額 △ 1,607

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2

Ⅱ 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 △ 89

有形固定資産の取得による支出 △ 399

有形固定資産の売却による収入 1 

貸付に伴う支出 △ 50

貸付金回収に伴う収入 28 

その他 △ 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 526

Ⅲ 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（減少：△） △ 31

長期借入金の返済による支出 △ 23

配当金の支払額 △ 236

少数株主への配当金の支払額 △ 96

連結子会社の増資に伴う少数株主からの 
払込みによる収入

61 

自己株式の取得による支出 △ 2

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 328

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 854

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,568 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 6,714 
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【事業の種類別セグメント情報】 

 
（注）1 事業区分は、製品の機能別種類により区分しています。 

 2 各事業の主な製品 

(1) 鋼管関連事業 … 普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、各種型鋼、精密加工品 

(2) 自転車関連事業 … 自転車用リム、自動二輪車用リム 

(3) その他事業 … 機械及び同部品、不動産の賃貸等 

  

セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）

鋼管関連
事業

自転車関連
事業

その他事業 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 26,792 630 228 27,650 ― 27,650 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高

― ― 21 21 (21) ―

計 26,792 630 249 27,672 (21) 27,650 

営業利益又は営業損失(△) 2,204 △111 150 2,242 (―) 2,242 
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