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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、昨年秋以降の世界的な金融危機に伴う景気後退の影響により企
業業績、雇用情勢の悪化が進むなか、設備投資や個人消費の冷え込みが続きました。一方、在庫調整の進展に伴う生
産回復や輸出の持ち直しなどにより一部に回復の兆しが見えておりますが、急激な円高の進行もあって、景気の先行
きは不透明な状況で推移しております。 
このような状況のもと、鋼管業界におきましても、第1四半期頃まで自動車・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を受け、生産・販売とも大きく落ち込みました。しかしその後、
第２四半期にかけて、政府の景気対策であるエコカー減税やエコポイント制度により関連する需要に回復傾向が出て
まいりましたが、鋼管業界全体の需要の底上げには至っておりません。 
当社グループとしましては、最悪期は脱したものの持続的な景気回復には不安が残る状況において、顧客及び仕入

先等との連携をより密接に、迅速かつ慎重な事業展開を心がけてまいりました。 
その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は15,376百万円（前年同期比38.4％減）、営業損失1,346百万円（前

年同期は営業利益575百万円）、経常損失1,305百万円（前年同期は経常利益626百万円）、四半期純損失814百万円
（前年同期は四半期純利益428百万円）となりました。 
  

当第２四半期会計期間末の総資産は38,208百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,955百万円減少しました。流動
資産は24,177百万円となり4,137百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の増加338百万円、有価証券
の増加300百万円、受取手形及び売掛金の減少2,454百万円、商品及び製品の減少1,815百万円、原材料及び貯蔵品の減
少621百万円であります。固定資産は14,031百万円となり181百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券
の増加464百万円、有形固定資産の減少248百万円であります。 
負債の部は16,444百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,002百万円減少しました。流動負債は14,581百万円とな

り3,317百万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3,550百万円、未払法人税等の減少210百
万円、短期借入金の増加507百万円であります。固定負債は1,863百万円となり315百万円の増加となりました。これは
主に、退職給付引当金の増加177百万円、その他（繰延税金負債、リース債務）の増加130百万円であります。 
純資産の部は21,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ953百万円減少しました。これは主に、利益剰余金の減

少902百万円、自己株式の取得による減少100百万円、少数株主持分の減少221百万円、その他有価証券評価差額金の増
加263百万円であります。 
  

今後の見通しにつきましては、景気は底入れしたと見られるものの、設備投資や雇用環境に回復の兆しも見えず、
加えて為替動向・デフレ懸念など自律的な回復軌道に乗るには不安定要素が多く、さらなる政府の経済対策が期待さ
れます。鋼管業界におきましても、まだまだ需要回復の足取りが重いなかで、材料価格の動向に対応して製品販売価
格の是正が課題となっております。 
このような状況を勘案し、通期業績予想（連結・個別）につきましては、平成21年3月期決算短信（平成21年5月14

日発表）公表の内容を修正しております。詳細につきましては、平成21年11月10日公表の「業績予想の修正に関する
お知らせ」をご覧下さい。 
  
  

該当事項はありません。 
  

（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。 
  

・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

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21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21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 4,772 4,433 
受取手形及び売掛金 11,502 13,956 
有価証券 1,708 1,407 
商品及び製品 4,728 6,543 
仕掛品 245 263 
原材料及び貯蔵品 667 1,289 
その他 899 729 
貸倒引当金 △348 △309 

流動資産合計 24,177 28,314 
固定資産   
有形固定資産   
土地 4,452 4,452 
その他 4,154 4,403 
有形固定資産合計 8,607 8,855 

無形固定資産 112 13 
投資その他の資産   
投資有価証券 4,920 4,456 
その他 466 603 
貸倒引当金 △75 △78 

投資その他の資産合計 5,311 4,981 

固定資産合計 14,031 13,849 

資産合計 38,208 42,164 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 8,101 11,651 
短期借入金 5,355 4,848 
未払法人税等 21 232 
賞与引当金 297 377 
その他 805 790 
流動負債合計 14,581 17,899 

固定負債   
長期借入金 29 28 
退職給付引当金 1,048 871 
役員退職慰労引当金 303 299 
その他 482 348 
固定負債合計 1,863 1,547 

負債合計 16,444 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 11,166 12,068 
自己株式 △398 △298 

株主資本合計 18,863 19,866 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 732 468 
為替換算調整勘定 △459 △466 

評価・換算差額等合計 272 2 
少数株主持分 2,627 2,848 
純資産合計 21,763 22,717 

負債純資産合計 38,208 42,164 
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 24,953 15,376 
売上原価 21,612 14,297 
売上総利益 3,341 1,078 

販売費及び一般管理費 2,766 2,425 

営業利益又は営業損失（△） 575 △1,346 

営業外収益   
受取利息 24 8 
受取配当金 75 64 
仕入割引 14 7 
雑収入 67 76 
営業外収益合計 182 157 

営業外費用   
支払利息 44 32 
売上割引 11 5 
退職給付会計基準変更時差異の処理額 61 61 
雑支出 13 17 
営業外費用合計 131 116 

経常利益又は経常損失（△） 626 △1,305 

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 2 
たな卸資産評価損 89 － 

特別損失合計 95 2 
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（△） 634 △1,308 

法人税、住民税及び事業税 441 8 
法人税等調整額 △177 △273 

法人税等合計 263 △264 

少数株主損失（△） △57 △229 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 428 △814 
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 634 △1,308 

減価償却費 308 302 
固定資産除却損 3 2 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △103 35 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 175 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △50 3 
受取利息及び受取配当金 △100 △73 
支払利息 44 32 
売上債権の増減額（△は増加） 2,092 2,474 
たな卸資産の増減額（△は増加） △552 2,469 
仕入債務の増減額（△は減少） △587 △3,554 
その他 45 30 
小計 1,735 591 
利息及び配当金の受取額 99 71 
利息の支払額 △46 △33 
法人税等の支払額 △34 △219 
法人税等の還付額 243 2 
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,997 413 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の増減額（△は増加） － 156 
投資有価証券の取得による支出 △40 △13 
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 △269 
無形固定資産の取得による支出 － △4 
貸付けによる支出 △29 △74 
貸付金の回収による収入 65 40 
その他 4 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △92 △164 

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） △105 481 
長期借入金の返済による支出 △15 △15 
セール・アンド・リースバックによる収入 － 112 
リース債務の返済による支出 － △6 
配当金の支払額 △207 △87 
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 △100 
その他 0 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △378 383 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 6 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,526 639 
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 7,424 6,480 
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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 

  

  

 
(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)

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 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

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 14,596 566 213 15,376 ― 15,376

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― 21 21 (21) ―

計 14,596 566 234 15,397 (21) 15,376

営業利益又は営業損失(△) △1,468 8 114 △1,346 (―) △1,346
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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)

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

【海外売上高】

前第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)

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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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