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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 75,002 △41.2 7,151 △68.0 8,253 △68.7 4,659 △32.5
21年3月期第3四半期 127,548 ― 22,370 ― 26,353 ― 6,904 ―

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3四半期 53.42 53.40
21年3月期第3四半期 77.47 77.45

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3四半期 244,966 211,243 77.9 2,195.22
21年3月期 246,640 202,374 73.2 2,052.14

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  190,812百万円 21年3月期  180,420百万円

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  有   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00
22年3月期 ― 12.50 ―
22年3月期 

（予想）
19.50 32.00

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 101,000 △34.5 9,900 △12.3 11,300 △13.5 5,600 ― 64.26
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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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は業績の変
化により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４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」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3四半期 94,000,000株 21年3月期  94,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  7,078,213株 21年3月期  6,081,593株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 87,220,873株 21年3月期第3四半期 89,121,070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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の厳しい収益環境や稼働率の低下に伴

い設備投資は大幅な減少が続き、個人消費も厳しい雇用環境下で冷え込みが続き、デフレが宣言

されるなど、依然として厳しい状況が続きました。 

当社グループの鋼管事業につきましては、国内ではエコカー減税の優遇措置の施策等により、

自動車向け需要がピーク時の８割ほどまで回復致しました。海外連結子会社３社につきましても、

業績は後半に入り、製品市況価格の反転・上昇により回復基調で推移致しました。しかしながら、

国内では、当社の主力製品である建築向け需要は、依然として低迷しており、製品価格も一段と

下落しました。この建築向け需要の不振により販売数量も、前年同期比では大幅なマイナスとな

りました。以上により鋼管事業は、売上高 634 億 4 千 1 百万円（前年同期比 40.1％減）、営業

利益 74 億 8千 3百万円（前年同期比 64.1％減）の結果となりました。 

表面処理鋼板事業につきましては、主力のベトナムにおいて、年初よりの価格下落と数量も低

迷しておりましたが、後半から販売数量及び価格が回復してきたことにより、売上高 82 億 5 千

2 百万円（前年同期比 47.0％減）となり、営業利益 2 千万円（前年同期比 98.5％減）と上半期

の赤字を消し、第３四半期には少額ながら黒字計上する事ができました。 

その他事業は、国内のポール・照明柱事業では黒字基調ながら前年の業績を下回りました。一

方、ベトナムの棒鋼事業の製品市況の回復もあり、売上高 33 億 8 百万円（前年同期比 44.8％

減）、営業利益 1億 9千万円（前年同期比 75.1％減）の結果となりました。 

今後の見通しですが、鋼管事業においては、国内は建築向け需要の回復は当面見込めず、米国

は、価格は回復基調にあるものの当用買いを脱せず、数量は依然低位にあります。但し、唯一ア

ジア地区の回復が明るい材料です。こうした中で、石炭や鉄鋼石などの原材料の値上げによるホ

ットコイル価格の値上がりが懸念され、先行きは不透明で予断を許さない状況です。このように

国内と米国の鋼管事業は引き続き厳しい環境下に置かれますが、コストの削減に努力し利益の極

大化を図って参ります。鋼板事業、その他事業につきましては、国内のポール・照明柱事業が１

－３月は需要期入りする事と、ベトナム国内の需要拡大に伴って、鋼板及び棒鋼の販売数量を確

保する事で、売上と利益確保に注力して参ります。 

また、１２月にインドの自動車用ステンレス鋼管メーカーであるＫＵＭＡ社の株式 95％を取

得し、子会社化致しました。インドにおいて急激な発展を続ける自動車・二輪車市場へ参入し、

併せて環境対応から同国で取組みが今後本格化する排気管のステンレス化のニーズに対応したい

と考えております。 

以上の結果、第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は 750 億 2 百万円（前年同期比

41.2％減）、営業利益は 71 億 5 千 1 百万円（前年同期比 68.0％減）、経常利益は 82 億 5 千 3

百万円（前年同期比 68.7％減）、四半期純利益は 46 億 5 千 9 百万円（前年同期比 32.5％減）と

なりました。 

尚、対米ドル換算レートは 1米ドル 94 円 86 銭であります。 
 

 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,449億6千6百万円（前連結会計年度比16億7千

3百万円の減少）（前連結会計年度比0.7％減）となりました。 

主な内容は、原材料及び貯蔵品が76億4千5百円減少したことにより流動資産合計で91億3千8百

万円減少しました。固定資産については、株式の時価の上昇により投資有価証券が110億9千3百

万円増加したことにより、固定資産合計で74億6千5百万円増加しました。 

 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は337億2千3百万円（前連結会計年度比105億4千2百

万円の減少）（前年連結会計年度比23.8％減）となりました。 

主な内容は、支払手形及び買掛金が81億2千8百万円減少、短期借入金が41億4千3百万円減少し

たことにより、流動負債合計で129億1百万円減少しました。固定負債については、株式の時価評
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価に関わる繰延税金負債が22億4千万円増加したことなどにより、固定負債合計で23億5千8百万

円増加しました。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は2,112億4千3百万円（前連結会計年度比88億6千

8百万円の増加）（前連結会計年度比4.4％増）となりました。 

主な内容は、その他有価証券評価差額金が91億9千2百万円増加したことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

    平成２１年１１月９日の第２四半期業績発表時に業績予想を修正しておりますが、売上高に

ついては、主として販売数量の増加により、また利益面では売上増や総コストの削減などによ

る改善が見込まれますので、業績予想の再修正を行っております。 

    なお、上記予想の内容は発表日現在に於いて入手可能な情報に基づき作成したものであり、

様々な不安定要素が内在しております。 

 詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く 

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） 

 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 

①税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

②その他 

その他の影響額が僅少なものについても、一部簡便的な方法を採用しております。 

 

(3) 四半期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 

 

 該当事項はありません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 41,943 45,639

受取手形及び売掛金 28,076 25,952

有価証券 8,689 5,277

商品及び製品 8,070 9,683

原材料及び貯蔵品 13,491 21,136

その他 4,113 5,869

貸倒引当金 △289 △324

流動資産合計 104,095 113,234

固定資産   

有形固定資産   

土地 29,775 29,418

その他 34,177 35,376

有形固定資産合計 63,953 64,795

無形固定資産   

のれん 2,908 3,118

その他 2,224 2,362

無形固定資産合計 5,132 5,481

投資その他の資産   

投資有価証券 65,769 54,675

その他 6,073 8,511

貸倒引当金 △57 △57

投資その他の資産合計 71,784 63,129

固定資産合計 140,871 133,405

資産合計 244,966 246,640
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 10,430 18,559

短期借入金 8,871 13,014

未払法人税等 2,857 1,210

賞与引当金 555 870

役員賞与引当金 47 68

その他 3,499 5,439

流動負債合計 26,262 39,163

固定負債   

長期借入金 845 585

退職給付引当金 3,494 3,601

役員退職慰労引当金 61 95

繰延税金負債 2,471 231

その他 586 589

固定負債合計 7,461 5,102

負債合計 33,723 44,265

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,595 9,595

資本剰余金 15,821 15,821

利益剰余金 179,470 176,224

自己株式 △16,561 △14,712

株主資本合計 188,325 186,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,640 △1,552

繰延ヘッジ損益 △29 －

為替換算調整勘定 △5,124 △4,955

評価・換算差額等合計 2,486 △6,508

新株予約権 68 61

少数株主持分 20,362 21,892

純資産合計 211,243 202,374

負債純資産合計 244,966 246,640
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 127,548 75,002

売上原価 96,809 60,691

売上総利益 30,739 14,311

販売費及び一般管理費 8,368 7,160

営業利益 22,370 7,151

営業外収益   

受取利息 373 163

受取配当金 2,578 922

持分法による投資利益 1,317 －

その他 636 1,016

営業外収益合計 4,904 2,102

営業外費用   

支払利息 430 312

持分法による投資損失 － 195

不動産賃貸費用 197 192

その他 293 298

営業外費用合計 922 999

経常利益 26,353 8,253

特別利益   

固定資産売却益 103 209

投資有価証券売却益 5 198

貸倒引当金戻入額 － 33

その他 1 －

特別利益合計 110 441

特別損失   

固定資産除却損 84 22

投資有価証券売却損 1,709 1

投資有価証券評価損 9,998 292

その他 8 8

特別損失合計 11,800 324

税金等調整前四半期純利益 14,662 8,370

法人税等 4,836 3,512

少数株主利益 2,921 198

四半期純利益 6,904 4,659
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 
鋼管事業 

(百万円) 

表面処理鋼板
事業 

(百万円) 

その他 

(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 105,999 15,560 5,988 127,548  －  127,548 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － －  －  － 

計 105,999 15,560 5,988 127,548  －  127,548 

営業利益又は営業損失(△) 20,855 1,338 763 22,957  △586  22,370 

 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 
鋼管事業 

(百万円) 

表面処理鋼板
事業 

(百万円) 

その他 

(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 63,441 8,252 3,308 75,002  －  75,002 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － －  －  － 

計 63,441 8,252 3,308 75,002  －  75,002 

営業利益又は営業損失(△) 7,483 20 190 7,694  △542  7,151 

 

(注) １ 事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

事業区分 主要製品 

鋼管事業 構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管 

表面処理鋼板事業 鍍金コイル、カラーコイル 

その他 棒鋼、照明柱 
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

アジア 

(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 92,248 19,189 16,111 127,548  －  127,548 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

78 － － 78  △78  － 

計 92,327 19,189 16,111 127,627  △78  127,548 

営業利益又は営業損失(△) 17,601 3,063 1,706 22,370  －  22,370 

 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

アジア 

(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 59,211 8,203 7,588 75,002  －  75,002 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

231 － － 231  △231  － 

計 59,443 8,203 7,588 75,234  △231  75,002 

営業利益又は営業損失(△) 7,609 △328 △128 7,152  △1  7,151 

 

(注) １ 事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 区分に属する主な国又は地域 

  北米・・・米国 

  アジア・・・ベトナム 
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【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 北米 
アジア・オセア

ニア 
その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 19,533  16,186 1,966 37,687  

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － － 127,548  

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

15.3  12.7 1.5 29.5  

 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 北米 
アジア・オセア

ニア 
その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,239  7,718 432 16,391  

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － － 75,002  

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

11.0  10.3 0.6 21.9  

 

(注) １ 区分に属する主な国又は地域 

 北米・・・・・・・・・・米国、カナダ 

 アジア・オセアニア・・・ベトナム、カンボジア、インドネシア、マレーシア、オーストラリア 

 その他・・・・・・・・・中東 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

  

  

(5) 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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