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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 26,379 ― 1,725 ― 1,610 ― 945 ―

20年3月期第2四半期 27,306 22.6 3,687 138.1 3,616 142.1 2,194 132.5

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 21.14 ―

20年3月期第2四半期 48.49 ―

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 50,090 25,333 50.6 566.26
20年3月期 50,447 24,812 49.2 554.59

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  25,333百万円 20年3月期  24,812百万円

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 ― 3.00 ― 6.00 9.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 9.00

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 52,000 △6.2 2,150 △53.1 2,000 △53.5 1,150 △54.8 25.70

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．その他をご参照ください。  

(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．その他をご参照ください。  

(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）および「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。 
 本資料における予想は、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値と異なる可能性
があります。 

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2四半期  44,742,404株 20年3月期  44,742,404株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,209株 20年3月期  2,019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  44,738,966株 20年3月期第2四半期  45,256,187株

─ 1 ─
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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 

（１）概況 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外でのサブプライムローン問題に始まる金融不

安が一気に高まり、景気の冷え込みが一段と厳しさを増してまいりました。当社グループの主力商品で

あるステンレス鋼はニッケル、クロム、鉄を主たる材料としております。このうちニッケルがコストの

大きな部分を占めますが、昨年から下落を続けてきたニッケル価格がさらに下落いたしました。それと

ともに、ステンレス鋼の価格もじりじりと下がっていきました。 

このような状況下にありまして、当社グループの売上高は景気後退に加えて販売価格の低下により減

少し263億79百万円となりました。経常利益は16憶10百万円、四半期純利益は９億45百万円となりまし

た。前中間連結会計期間の経常利益が販売価格の急上昇により急増したのに対し、当第２四半期連結累

計期間は販売価格が逆に下落したため、利益の減少の幅が大きくなりました。 

 

（２）部門別の実績 

ステンレス管部門では、自動車用が増加いたしました。配管用は販売量は堅調でしたが販売単価が下

落したため売上高は減少いたしました。建築用は建築市場の不振の影響を受けて振るいませんでした。

その結果、売上高は133億34百万円となりました。 

ステンレス条鋼部門では、販売価格の下落はありましたが、売上高は77億９百万円とほぼ横這いの水

準を確保することができました。 

ステンレス加工品部門では、環境対応型給湯器向けの部品が増加いたしました。家庭用金物製品は量

としては振るいませんでしたが、販売価格の値上げを実行して収益の改善を図りました。その結果、売

上高は21億15百万円となりました。 

鋼管部門では、材料の鋼材価格上昇に対応して値上げを実行いたしました。その結果、売上高は21

億28百万円となりました。 

その他部門では、自動車関係の設備投資が一服したため、今まで好調だったパイプ切断機が若干減少

いたしました。通信販売用商品も消費不振の影響を受けて減少いたしました。その結果、売上高は10

億91百万円となりました。 

 

（３）その他の実施事項 

① ２年近くかけて自動車、配管向けの増加に対応した工場レイアウトの変更、造管機の増設を行って

きましたが、当第２四半期にほぼ完了することができました。 

② 原油価格上昇にともなう運送費の上昇に対し、全社をあげて運送効率向上に取り組み、相応の成果

を挙げることができました。 

 

なお、部門別の売上高は次のとおりであります。 

部門別売上高（連結） 

 
(参考)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) 

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)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区 分 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

ス テ ン レ ス 管 14,641 53.6 13,334 50.6 29,002 52.3 

ス テ ン レ ス 条 鋼 7,777 28.5 7,709 29.2 16,260 29.4 

ステンレス加工品 1,869 6.9 2,115 8.0 3,785 6.8 

鋼 管 1,808 6.6 2,128 8.1 3,922 7.1 

そ の 他 1,210 4.4 1,091 4.1 2,447 4.4 

合  計 27,306 100.0 26,379 100.0 55,417 100.0 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当社グループの当第２四半期連結会計期間末の総資産は500億90百万円となり、前連結会計年度末に比

べて３億57百万円減少いたしました。総資産が減少した主な要因は、資産の部では受取手形及び売掛金が

５億59百万円、製品等のたな卸資産が３億６百万円それぞれ減少し、負債の部では未払法人税等が４億４

百万円、借入金が４億68百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は253億33百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億21百万

円増加いたしました。純資産が増加した主な要因は、四半期純利益を基とする利益剰余金が６億77百万円

増加し、その他有価証券評価差額金が１億60百万円減少したことなどによるものであります。 

 

当社グループの当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により21億47百万

円の収入となり、投資活動により７億65百万円の支出となり、財務活動により７億37百万円の支出となり

ました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて６億44百万円増加し20億15百万円（前

連結会計年度末比47.1％増）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が16億11百万円となり、売上債権の

減少が５億59百万円、たな卸資産の減少が３億６百万円などとなりましたが、法人税等の支払額が８億62

百万円などとなったため、営業活動全体では21億47百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資に加えて投資有価証券の取得等により、投資活

動全体では７億65百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済額が借入額を４億68百万円上回ったことや配当金

の支払額が２億68百万円となったことにより、財務活動全体では７億37百万円の支出となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績はほぼ予定通りに推移いたしましたが、現在の経営環境は前回予想時

点（平成20年５月14日）よりも厳しくなってきていることから業績予想の見直しを行い、本日「業績予想

の修正に関するお知らせ」を公表しておりますのでご参照ください。 

 

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） 

該当する事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表作成に特有な会計処理の適用 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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する

方法によっております。 

（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 

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）および「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。 
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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  2,015 1,370 

受取手形及び売掛金  16,195 16,754 

商品  2,188 2,106 

製品  4,872 5,353 

原材料  2,328 2,613 

仕掛品  2,440 2,042 

その他  1,631 1,810 

貸倒引当金  △48 △46 

流動資産合計  31,623 32,004 

固定資産    

有形固定資産    

土地  7,389 7,389 

その他（純額）  7,668 7,652 

有形固定資産合計  15,058 15,042 

無形固定資産  56 64 

投資その他の資産    

その他  3,415 3,397 

貸倒引当金  △62 △62 

投資その他の資産合計  3,352 3,335 

固定資産合計  18,467 18,442 

資産合計  50,090 50,447 
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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  11,692 11,516 

短期借入金  3,196 3,328 

未払法人税等  495 899 

引当金  387 434 

その他  1,317 1,401 

流動負債合計  17,089 17,580 

固定負債    

社債  3,000 3,000 

長期借入金  2,972 3,307 

退職給付引当金  1,120 1,174 

役員退職慰労引当金  470 461 

その他  105 109 

固定負債合計  7,668 8,054 

負債合計  24,757 25,634 

純資産の部     

株主資本    

資本金  7,360 7,360 

資本剰余金  7,705 7,705 

利益剰余金  9,976 9,299 

自己株式  △1 △0 

株主資本合計  25,040 24,364 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  299 459 

繰延ヘッジ損益  △7 △10 

評価・換算差額等合計  292 448 

純資産合計  25,333 24,812 

負債純資産合計  50,090 50,447 
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（２）四半期連結損益計算書 

（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) 

売上高  26,379 

売上原価  21,821 

売上総利益  4,558 

販売費及び一般管理費  2,832 

営業利益  1,725 

営業外収益   

受取利息  0 

受取配当金  30 

受取賃貸料  22 

その他  24 

営業外収益合計  77 

営業外費用   

支払利息  82 

売上割引  26 

投資有価証券評価損  68 

その他  16 

営業外費用合計  193 

経常利益  1,610 

特別利益   

固定資産売却益  0 

投資有価証券売却益  3 

貸倒引当金戻入額  0 

特別利益合計  3 

特別損失   

固定資産除却損  2 

特別損失合計  2 

税金等調整前四半期純利益  1,611 

法人税、住民税及び事業税  464 

法人税等調整額  201 

法人税等合計  665 

四半期純利益  945 
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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  1,611 

減価償却費  406 

貸倒引当金の増減額(△は減少)  1 

賞与引当金の増減額(△は減少)  △6 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)  △40 

退職給付引当金の増減額(△は減少)  △54 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  8 

受取利息及び受取配当金  △31 

支払利息  82 

有形固定資産売却損益(△は益)  △0 

有形固定資産除却損  2 

投資有価証券売却損益(△は益)  △3 

投資有価証券評価損益(△は益)  68 

売上債権の増減額(△は増加)  559 

たな卸資産の増減額(△は増加)  306 

その他の資産の増減額(△は増加)  △25 

仕入債務の増減額(△は減少)  175 

その他の負債の増減額(△は減少)  △2 

小計  3,058 

利息及び配当金の受取額  31 

利息の支払額  △79 

法人税等の支払額  △862 

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,147 

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  △501 

有形固定資産の売却による収入  1 

投資有価証券の取得による支出  △281 

投資有価証券の売却による収入  12 

貸付金の回収による収入  3 

投資その他の資産の増減額（△は増加）  △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △765 

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  1,560 

短期借入金の返済による支出  △2,265 

長期借入れによる収入  500 

長期借入金の返済による支出  △262 

自己株式の取得による支出  △1 

配当金の支払額  △268 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △737 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 644 

現金及び現金同等物の期首残高 1,370 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,015 
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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）および「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) 

当社および連結子会社は、ステンレス管、条鋼、鋼管およびその加工品・関連製品の製造販売を主な事業と

しており、全セグメントの売上高および営業利益の合計額に占める割合が、いずれも90％超でありましたので

記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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) 

当社および連結子会社は、海外拠点が存在しないため該当する事項はありません。 

 

【海外売上高】 

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) 

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）株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 
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［参考資料］ 

前中間期に係る財務諸表等 

 

中間連結損益計算書 

 

 
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)

区分 金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  27,306 100.0

Ⅱ 売上原価  20,684 75.7

売上総利益  6,622 24.3

Ⅲ 販売費および一般管理費  2,935 10.8

営業利益  3,687 13.5

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 0 

２ 受取配当金 27 

３ 仕入割引 3 

４ 受取賃貸料 21 

５ その他の営業外収益 19 71 0.2

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息 81 

２ 売上割引 22 

３ 社債発行費 23 

３ その他の営業外費用 15 142 0.5

経常利益  3,616 13.2

Ⅵ 特別利益  

１ 固定資産売却益 0 

２ 貸倒引当金戻入益 13 13 0.1

Ⅶ 特別損失  

１ 固定資産除却損 3 3 0.0

税金等調整前中間 
純利益 

 3,626 13.3

法人税、住民税 
および事業税 

1,453 

法人税等調整額 △21 1,432 5.3

中間純利益  2,194 8.0
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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 

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 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 3,626 

減価償却費 372 

貸倒引当金の増減額 △172 

賞与引当金の増減額 35 

役員賞与引当金の増減額 △50 

退職給付引当金の増減額 △98 

役員退職慰労引当金の増減額 11 

受取利息及び受取配当金 △27 

支払利息 81 

社債発行費 23 

有形固定資産売却益 △0 

有形固定資産除却損 3 

売上債権の増減額 1,204 

たな卸資産の増減額 △4,144 

その他資産の増減額 218 

仕入債務の増減額 558 

その他負債の増減額 △127 

小計 1,514 

利息及び配当金の受取額 27 

利息の支払額 △82 

法人税等の支払額 △1,660 

営業活動によるキャッシュ・フロー △200 

Ⅱ 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 △296 

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 △402 

貸付けによる支出 △0 

貸付金の回収による収入 7 

その他の投資の増減額 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △692 

Ⅲ 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 3,810 

短期借入金の返済による支出 △3,310 

長期借入れによる収入 500 

長期借入金の返済による支出 △249 

社債の発行による収入 976 

社債の償還による支出 △1,000 

自己株式の取得による支出 △10 

配当金の支払額 △271 

財務活動によるキャッシュ・フロー 444 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △448 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,663 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,214 
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比較連結貸借対照表＜ご参考＞ 

（単位：百万円） 

 
前中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金  1,214 2,015 

受取手形及び売掛金  17,358 16,195 

商品  2,825 2,188 

製品  6,861 4,872 

原材料  2,798 2,328 

仕掛品  1,905 2,440 

その他  1,931 1,631 

貸倒引当金  △80 △48 

流動資産合計  34,816 31,623 

固定資産    

有形固定資産    

土地  7,344 7,389 

その他（純額）  7,600 7,668 

有形固定資産合計  14,945 15,058 

無形固定資産  73 56 

投資その他の資産    

その他  4,064 3,415 

貸倒引当金  △71 △62 

投資その他の資産合計  3,992 3,352 

固定資産合計  19,011 18,467 

資産合計  53,827 50,090 

    
負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金  14,358 11,692 

短期借入金  3,015 3,196 

未払法人税等  1,493 495 

引当金  407 387 

その他  1,166 1,317 

流動負債合計  20,440 17,089 

固定負債    

社債  3,000 3,000 

長期借入金  3,370 2,972 

退職給付引当金  1,225 1,120 

役員退職慰労引当金  433 470 

その他  201 105 

固定負債合計  8,230 7,668 

負債合計  28,671 24,757 

純資産の部     

株主資本    

資本金  7,360 7,360 

資本剰余金  7,705 7,705 

利益剰余金  9,333 9,976 

自己株式  △54 △1 

株主資本合計  24,345 25,040 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  819 299 

繰延ヘッジ損益  △8 △7 

評価・換算差額等合計  811 292 

純資産合計  25,156 25,333 

負債純資産合計  53,827 50,090 

    
※ 前中間連結会計期間末につきましては、当第２四半期連結会計期間末の表示区分に合わせ一部を組み

替えて表示しております。 
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比較連結損益計算書＜ご参考＞ 

（単位：百万円） 

 
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) 

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  27,306 26,379 

売上原価  20,684 21,821 

売上総利益  6,622 4,558 

販売費及び一般管理費  2,935 2,832 

営業利益  3,687 1,725 

営業外収益    

受取利息  0 0 

受取配当金  27 30 

受取賃貸料  21 22 

その他  22 24 

営業外収益合計  71 77 

営業外費用    

支払利息  81 82 

売上割引  22 26 

投資有価証券評価損  ─ 68 

その他  38 16 

営業外費用合計  142 193 

経常利益  3,616 1,610 

特別利益    

固定資産売却益  0 0 

投資有価証券売却益  ─ 3 

貸倒引当金戻入額  13 0 

特別利益合計  13 3 

特別損失    

固定資産除却損  3 2 

特別損失合計  3 2 

税金等調整前四半期（中間）純利益  3,626 1,611 

法人税、住民税及び事業税  1,453 464 

法人税等調整額  △21 201 

法人税等合計  1,432 665 

四半期（中間）純利益  2,194 945 

    
※ 前中間連結会計期間につきましては、当第２四半期連結累計期間の表示区分に合わせ一部を組み替

えて表示しております。 
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その他資料＜ご参考＞ 

 

棚卸資産の内訳 

(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 
(平成20年３月31日) 

比較増減 

商品 2,188 2,106 82 

製品 4,872 5,353 △481 

原材料 2,328 2,613 △285 

仕掛品 2,440 2,042 398 

貯蔵品 377 397 △20 

合計 12,207 12,513 △306 

 

有利子負債の内訳 

(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 
(平成20年３月31日) 

比較増減 

短期借入金 2,130 2,835 △705 

１年内に返済予定の長期借入金 1,066 493 573 

社債 3,000 3,000 0 

長期借入金 2,972 3,307 △335 

合計 9,168 9,636 △468 

 

減価償却実施額および設備投資額 

(単位：百万円） 

 

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)

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)

当連結会計年度(見込) 
 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

減価償却実施額(有形固定資産) 362 396 851 

設備投資額 274 415 850 

 

従業員数 

 
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 
(平成20年３月31日) 

比較増減 

従業員数（名） 589 560 29 

 


