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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 7,085 △44.5 △663 ― △656 ― △412 ―

21年3月期第1四半期 12,771 ― 323 ― 372 ― 234 ―

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

22年3月期第1四半期 △7.05 ―

21年3月期第1四半期 3.95 ―

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

22年3月期第1四半期 39,135 22,425 50.4 338.47
21年3月期 42,164 22,717 47.1 338.16

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  19,725百万円 21年3月期  19,868百万円

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

21年3月期 ― 3.50 ― 1.50 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

18,000 △27.9 △800 ― △850 ― △600 ― △10.25

通期 40,000 △11.7 △350 ― △450 ― △300 ― △5.13
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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、4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） 

(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 

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。なお、上記予想に関する事項につきましたは、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３． 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 60,453,268株 21年3月期  60,453,268株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,175,418株 21年3月期  1,697,658株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 58,535,091株 21年3月期第1四半期 59,364,094株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前年度後半からの世界同時不況の影響から引き続き大変厳しい

状況で推移しました。一部には底入れの兆しが見え出したとはいうものの、未だ内外の需要低迷が続いており、企業

収益や設備投資が大幅に減少するなか雇用情勢も一段と悪化し、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

このような情勢のなかで、鋼管業界におきましても、自動車・機械など輸出関連業種や各種製造業向け及び建築関

連向けの実需の減少と在庫調整の影響もあって極めて低い水準で推移しました。普通鋼製品においては、原材料コイ

ル価格が電炉材・輸入材を中心にこれまでの先安感から反転の兆しが見え出しており、鋼管製品の先行き安値気配に

も歯止めが掛かりつつありますが、需要が低迷している現状において、販売競争はますます激しくなっております。

ステンレス製品においても、製品価格高騰時に引き起こされたステンレス離れと世界同時不況により、設備材・建築

材ともに販売量・販売価格の落ち込みが激しい状況が続きました。このような状況のなかで、期首に底値であったニ

ッケル価格が上昇傾向となり、ステンレス製品の価格もようやく底打ち感が出始めました。 

当社グループといたしましては、急激な景気後退のもと顧客の在庫調整への取り組みが強化されるなか販売強化と

徹底したコスト削減を推進しました。また、需要の大幅な減少に対応するため引き続き一時帰休を含む生産調整を実

施せざるをえず、生産・販売は低水準のまま推移しました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は7,085百万円（前年同四半期比44.5％減）、営業損失663百万円

（前年同四半期は営業利益323百万円）、経常損失656百万円（前年同四半期は経常利益372百万円）、四半期純損失

412百万円（前年同四半期は四半期純利益234百万円）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は39,135百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,028百万円減少しました。流動

資産は24,655百万円となり3,658百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少2,628百万円、

商品及び製品の減少681百万円、原材料及び貯蔵品の減少425百万円などであります。固定資産は14,480百万円となり

630百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の増加717百万円、有形固定資産の減少49百万円などであ

ります。 

負債の部は16,710百万円となり、前連結会計年度に比べ2,736百万円減少しました。流動負債は14,815百万円となり

3,083百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少3,284百万円、賞与引当金の減少224百万

円、短期借入金の増加498百万円などであります。固定負債は1,895百万円となり347百万円の増加となりました。これ

は主に、その他（繰延税金負債）の増加235百万円、退職給付引当金の増加112百万円などであります。 

純資産の部は22,425百万円となり、前連結会計年度に比べ292百万円減少しました。これは主に、利益剰余金の減少

500百万円、自己株式の取得による減少65百万円、少数株主持分の減少148百万円、その他有価証券評価差額金の増加

422百万円などであります。 

  

今後の見通しにつきましては、内外の景気拡大政策の効果、在庫調整の進展や輸出環境の改善により、徐々に景気

回復の傾向を辿るものと期待されます。鋼管業界におきましても、ステンレス製品について期首に底値であったニッ

ケル価格が上昇傾向となり、原材料となるステンレスコイル価格の値上げやステンレス製品の値上げも取り沙汰され

ておりますが、依然として不透明であり予断を許さない情勢であります。しかし、一部の設備材に多少動きが出てま

いりましたものの、需要が大きく減少していることや販売競争が熾烈な状況は、急激には変わらないと予想されま

す。 

当第１四半期連結会計期間は概ね当初に想定した範囲内で推移しており、第２四半期連結累計期間・通期の業績予

想につきましては、現時点では平成21年５月14日に公表しました業績予想数値と変更はありません。 

  
  

・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
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

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)

(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１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 4,451 4,433 
受取手形及び売掛金 11,328 13,956 
有価証券 1,407 1,407 
商品及び製品 5,862 6,543 
仕掛品 229 263 
原材料及び貯蔵品 863 1,289 
その他 848 729 
貸倒引当金 △337 △309 

流動資産合計 24,655 28,314 
固定資産   
有形固定資産   
土地 4,452 4,452 
その他 4,353 4,403 
有形固定資産合計 8,805 8,855 

無形固定資産 12 13 
投資その他の資産   
投資有価証券 5,173 4,456 
その他 565 603 
貸倒引当金 △76 △78 

投資その他の資産合計 5,662 4,981 

固定資産合計 14,480 13,849 

資産合計 39,135 42,164 
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 8,366 11,651 
短期借入金 5,346 4,848 
未払法人税等 14 232 
賞与引当金 152 377 
その他 935 790 
流動負債合計 14,815 17,899 

固定負債   
長期借入金 29 28 
退職給付引当金 984 871 
役員退職慰労引当金 295 299 
その他 586 348 
固定負債合計 1,895 1,547 

負債合計 16,710 19,446 
純資産の部   
株主資本   
資本金 3,940 3,940 
資本剰余金 4,155 4,155 
利益剰余金 11,567 12,068 
自己株式 △364 △298 

株主資本合計 19,299 19,866 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 891 468 
為替換算調整勘定 △465 △466 

評価・換算差額等合計 425 2 
少数株主持分 2,700 2,848 
純資産合計 22,425 22,717 

負債純資産合計 39,135 42,164 
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,771 7,085 
売上原価 11,039 6,556 
売上総利益 1,731 528 

販売費及び一般管理費 1,408 1,192 

営業利益又は営業損失（△） 323 △663 

営業外収益   
受取利息 2 3 
受取配当金 68 48 
仕入割引 7 4 
雑収入 32 28 
営業外収益合計 112 84 

営業外費用   
支払利息 22 16 
売上割引 5 2 
退職給付会計基準変更時差異の処理額 30 30 
雑支出 3 27 
営業外費用合計 62 77 

経常利益又は経常損失（△） 372 △656 

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 0 
たな卸資産評価損 89 － 

特別損失合計 89 0 
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 293 △657 

法人税、住民税及び事業税 134 4 
法人税等調整額 △28 △100 

法人税等合計 105 △95 

少数株主損失（△） △46 △149 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 234 △412 
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 293 △657 

減価償却費 151 143 
固定資産除却損 0 0 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 25 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 112 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59 △4 
受取利息及び受取配当金 △71 △52 
支払利息 22 16 
売上債権の増減額（△は増加） 547 2,628 
たな卸資産の増減額（△は増加） 5 1,143 
仕入債務の増減額（△は減少） △323 △3,285 
その他 △13 △103 

小計 570 △31 

利息及び配当金の受取額 71 52 
利息の支払額 △22 △17 
法人税等の支払額 △29 △215 

営業活動によるキャッシュ・フロー 589 △212 

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 △1 
有形固定資産の取得による支出 △77 △85 
貸付けによる支出 － △48 
貸付金の回収による収入 48 18 
その他 － △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △30 △117 

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） 330 498 
長期借入金の返済による支出 △7 △7 
配当金の支払額 △185 △78 
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 － △66 
その他 △0 0 
財務活動によるキャッシュ・フロー 89 346 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 1 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 647 18 
現金及び現金同等物の期首残高 5,898 5,840 
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,546 5,859 
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該当事項はありません。 

  

  

 
(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  
３ 会計方針の変更 
  「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」に記載のとおり、当第１四半期連 
  結累計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しています。 
  この変更に伴い、従来の方法に比べ、営業利益が鋼管関連事業で14百万円減少しています。 

  

  

 
(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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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20年４月１日 至 平成20年６月30日)

鋼管関連 
事業 
(百万円)

自転車関連 
事業 
(百万円)

その他 
事業 
(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 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

営業利益又は営業損失(△) 268 △23 78 323 (―) 323

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

鋼管関連 
事業 
(百万円)

自転車関連 
事業 
(百万円)

その他 
事業 
(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 6,694 285 105 7,085 ― 7,085

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― 10 10 (10) ―

計 6,694 285 116 7,095 (10) 7,085

営業利益又は営業損失(△) △727 7 56 △663 (―) △663
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 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略していま

す。 

  

  

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略していま

す。 

  

  
 本邦以外の国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しています。 

  

  
 本邦以外の国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しています。 

  

該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

前第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)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

前第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)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

(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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