
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：有 

 平成23年３月期の期末の配当については先行きの業績見通し等を踏まえて判断することとしているため、 
 未定としております。  
  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（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 ％ 

23年3月期第１四半期  13,592  40.3  1,039 -  1,133 -  492 - 

22年3月期第１四半期  9,688  △45.8  △830 -  △714 -  △407 - 

  
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 

23年3月期第１四半期  15  06 - 

22年3月期第１四半期  △12  47 - 

  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 

23年3月期第１四半期  58,459  41,171  67.1  1,201  06

22年3月期  56,648  40,497  68.7  1,190  68

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 39,247百万円 22年3月期 38,908百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期 -   2 00 - 5 00  7  00

23年3月期 -  

23年3月期（予想） 4 00 - - -  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  28,000 30.7  1,600 -  1,800 -  800 -  24  48

通期  55,000 14.1  2,900 340.1  3,300 169.4  1,500 118.3  45  90



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       ― 社 （社名）                       除外       ― 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成22年４月30日に公表いたしました平成23年３月期通期の連結業績予想を修正しております。 

詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

２．前記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって

異なる結果となる可能性があります。前記の予想に関する事項については、添付資料の２ページの当四半期の連結業

績等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をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 32,710,436株 22年3月期 32,710,436株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 33,028株 22年3月期 32,973株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 32,677,417株 22年3月期１Ｑ 32,677,621株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

・国内の状況 

 当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、政府の景気対策や中国などアジア諸国の経済成長により、徐々に景

気が回復してまいりました。 

 こうした中、当社グループの国内販売につきましては、当社グループの主要な需要分野である自動車・建設機械

分野では、世界同時不況以前の水準には達しないものの、８割程度の水準にまで回復してまいりました。一方、土

木建築分野では、なお、需要低迷が継続しております。  

 また、鉄鋼原材料の価格高騰に伴い、主要な材料である熱延コイル価格が上昇いたしました。これに伴い、建材

用鋼管の価格については、おおむね転嫁できるものと予想されますが、主要な自動車・建設機械分野での製品価格

については、現在も交渉中であります。 

 当社グループといたしましては、顧客のご理解を得て、コイル価格の上昇分については販売価格への転嫁を進め

る一方、当社社長を委員長とする「緊急コスト改革委員会」によるコスト合理化を継続・強化しております。 

・海外の状況 

 当社の連結子会社シーモア・チュービング・インク（以下ＳＴＩ）がありますアメリカに関しましては、政府の

景気対策などに伴い、ＳＴＩの主要な需要分野である自動車の生産・販売は回復してまいりました。ＳＴＩの販売

も、前年上半期の落ち込みが大きかったこともあり、前年同期比大きく増加いたしました。 

 当社の連結子会社広州友日汽車配件有限公司（以下ＧＹＡ)があります中国に関しましては、自動車需要が拡大

する中、ＧＹＡの主要なユーザーであります日系自動車各社の生産は順調に推移いたしました。こうした中、ＧＹ

Ａの販売も、前年同期比増加いたしました。こうした需要環境下、現在、生産能力を倍増する設備投資を進めてお

ります。 

・連結業績の状況 

 これらの結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、日米両国における販売数量の回復およびコ

スト合理化効果などにより、売上高は13,592百万円（前年同期比3,903百万円、40.3％増）、営業利益は1,039百万

円（前年同期は営業損失830百万円）、経常利益は1,133百万円（前年同期は経常損失714百万円）、四半期純利益

は492百万円（前年同期は四半期純損失407百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、58,459百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,811百

万円増加いたしました。これは、前連結会計年度末に比べ、流動資産が1,972百万円増加したこと等によるもので

あります。流動資産の増加は、繰延税金資産が218百万円減少したものの、現金及び預金が1,486百万円、短期貸付

金が322百万円増加したこと等によります。  

 当第１四半期連結会計期間末の負債につきましては、17,288百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,137百万

円増加いたしました。これは、仕入の増加により支払手形及び買掛金で468百万円、その他で714百万円増加したこ

と等によります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産につきましては、41,171百万円となり、前連結会計年度末に比べ673百万

円増加いたしました。これは、利益剰余金が配当金の支払により163百万円減少したものの、四半期純利益492百万

円の計上により328百万円増加し、また、ＳＰＴアンドＳＣインベストメント株式会社の新規連結などにより少数

株主持分が334百万円増加したこと等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23年３月期通期の業績見通しに関しましては、自動車分野をはじめ下半期以降の需要環境が不透明であり、

また、製品価格およびコイル価格の動向が見通しにくい中ではありますが、製品価格とコイル価格の値差を維持す

ると共に、徹底的なコスト合理化など収益改善に引き続き取り組む結果、通期の連結売上高55,000百万円、連結営

業利益2,900百万円、連結経常利益3,300百万円、連結当期純利益1,500百万円といたします。なお、第２四半期連

結累計期間の業績予想につきましては、連結売上高28,000百万円、連結営業利益1,600百万円、連結経常利益1,800

百万円、連結四半期純利益800百万円といたします。    

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   ・資産除去債務に関する会計基準の適用 

    当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

     日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を 

     適用しております。 

    これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ１百万円、税金等調整前四半期純利益は106百万円減少しており

ます。 

       

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,223 1,736

受取手形及び売掛金 14,734 14,607

商品及び製品 2,179 2,057

仕掛品 1,514 1,434

原材料及び貯蔵品 6,417 6,403

繰延税金資産 20 238

短期貸付金 12,391 12,069

その他 1,467 1,426

貸倒引当金 △14 △12

流動資産合計 41,934 39,961

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,796 5,822

その他（純額） 7,749 7,813

有形固定資産合計 13,546 13,635

無形固定資産 220 214

投資その他の資産 2,758 2,836

固定資産合計 16,525 16,686

資産合計 58,459 56,648
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,455 9,987

短期借入金 33 33

1年内返済予定の長期借入金 193 191

未払金 651 693

未払法人税等 151 90

賞与引当金 137 389

その他 1,684 970

流動負債合計 13,309 12,357

固定負債   

繰延税金負債 3,456 3,429

退職給付引当金 54 53

役員退職慰労引当金 74 69

環境対策引当金 117 117

資産除去債務 161 －

その他 114 123

固定負債合計 3,979 3,793

負債合計 17,288 16,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,801 4,801

資本剰余金 3,885 3,885

利益剰余金 31,415 31,086

自己株式 △15 △15

株主資本合計 40,087 39,758

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △839 △850

評価・換算差額等合計 △839 △850

少数株主持分 1,923 1,589

純資産合計 41,171 40,497

負債純資産合計 58,459 56,648
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,688 13,592

売上原価 9,532 11,295

売上総利益 156 2,296

販売費及び一般管理費 986 1,256

営業利益又は営業損失（△） △830 1,039

営業外収益   

受取利息 13 13

受取賃貸料 27 26

持分法による投資利益 15 44

助成金収入 59 7

その他 25 35

営業外収益合計 141 127

営業外費用   

支払利息 4 0

賃貸収入原価 15 16

その他 6 16

営業外費用合計 26 33

経常利益又は経常損失（△） △714 1,133

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105

特別損失合計 － 105

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（△）

△714 1,027

法人税、住民税及び事業税 16 174

法人税等還付税額 △116 －

法人税等調整額 △231 275

法人税等合計 △332 449

少数株主損益調整前四半期純利益 － 578

少数株主利益 25 85

四半期純利益又は四半期純損失（△） △407 492
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△714 1,027

減価償却費 253 255

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 106

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △45 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △312 △251

受取利息及び受取配当金 △13 △13

支払利息 4 0

持分法による投資損益（△は益） △15 △44

有形固定資産除却損 2 4

売上債権の増減額（△は増加） 2,766 △106

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,382 △203

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6 90

仕入債務の増減額（△は減少） △1,935 538

その他の流動負債の増減額（△は減少） 551 612

その他の固定負債の増減額（△は減少） △0 0

その他 △36 △24

小計 1,883 2,000

利息及び配当金の受取額 124 130

利息の支払額 △4 △0

法人税等の支払額 △721 △139

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,281 1,991

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 △214 △134

無形固定資産の取得による支出 △5 △19

出資金の払込による支出 － △121

定期預金の預入による支出 － △9

その他 14 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △205 △285

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △153 △154

リース債務の返済による支出 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △153 △155

現金及び現金同等物に係る換算差額 62 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 985 1,565

現金及び現金同等物の期首残高 12,686 13,533

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 234

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,671 15,332
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 該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 報告セグメントは、「鋼管事業」、「不動産賃貸事業」としており、「鋼管事業」については「日本」、「米

国」、「中国」の３つを地域別の報告セグメントとしております。  

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年６月30日）  

                                           （単位：百万円） 

 （注）セグメント利益の調整額５百万はセグメント間取引消去によるものです。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。  

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

  

 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

  

鋼管事業 
不動産賃貸

事業 

  

合計  調整額 

（注） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 日本 米国 中国 計  日本   

売上高                 

外部顧客への売上高  10,360  2,352  824  13,537  54  13,592 -  13,592

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
- - - -  - -  -  - 

計  10,360  2,352  824  13,537  54  13,592 -  13,592

セグメント利益 

（営業利益） 
 580  351  76  1,009  25  1,034  5  1,039

（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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