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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 9,605 35.6 186 ― 197 ― 65 ―
22年３月期第１四半期 7,085 △44.5 △663 ― △656 ― △412 ―

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 1 12 ―
22年３月期第１四半期 △7 05 ―

 (2) 連結財政状態

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 40,918 21,341 45.6 321 20
22年３月期 39,771 21,728 48.0 328 52
(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 18,646百万円 22年３月期 19,072百万円

2. 配当の状況

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 ― 0 00 ― 1 50 1 50
23年３月期 ―
23年３月期(予想) 0 00 ― 3 00 3 00

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）
(％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) 18,000 17.1 150 ― 100 ― 100 ― 1 72

通期 38,000 13.1 450 ― 350 ― 300 ― 5 17

nagai-h
新規スタンプ



 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  

・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ますが、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す。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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、四半期決算短信（添付資料）3ページ

「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 60,453,268株 22年３月期 60,453,268株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,399,523株 22年３月期 2,398,420株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 58,054,346株 22年３月期１Ｑ 58,535,091株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、アジアを中心とした新興国の需要に支えられ、輸出の増加、

生産の持ち直し、企業収益の改善など緩やかな回復が続きました。しかしながら、デフレ状況のなか雇用情勢や設

備・土木建築分野の投資の低迷が続いており、欧州をはじめとする世界経済の先行き懸念もあって、依然として不

透明な状況にあります。 

このような情勢のなかで、鋼管業界におきましても普通鋼製品は、自動車・電機などエコカー減税・エコポイン

ト制度に関連する各種製造業向けや輸出関連業種向けは順調に推移しました。また、新年度からの高炉製品の鉄鉱

石・石炭等の値上がりによる原材料コイルへの波及に伴い普通鋼鋼管製品への価格転嫁が見込まれ、期初において

は仮需要が進んだこともあって売上高は堅調に推移しました。しかし、６月に入って価格是正後の落ち着きと、ス

クラップ価格の下落に伴う電炉製品の値下げ発表、海外市場の需給調整局面などにより市況は敏感に反応してお

り、全体的に力強さが見られない需要のもと在庫調整の動きが出始めています。 

ステンレス製品につきましては、製品価格高騰時に引き起こされたステンレス離れと景気後退により大きく需要

が落ち込みましたが、その後の景気の回復傾向から半導体や水処理など一部業種の設備関連にやや動きがありまし

た。しかし、設備材も全体としては低調に推移しており、建設材については未だに回復の兆しも見られない状況が

続いております。このような状況のなかで、ステンレスメーカーの値上げを受けて製品価格への転嫁、また仕入商

品の再販価格への完全転嫁に向けて努力していますが、需給環境が弱含みであるなか、今後のニッケル相場の変動

など不透明さも影響し、荷動きは鈍く模様眺めになっています。 

当社グループといたしましては、当期の黒字化を最優先課題として取り組んでおります。緩やかではありますが

景気回復のもと生産量・販売量の確保、販売価格の是正に注力するとともに、生産性の向上・コスト削減を強力に

推進しております。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は9,605百万円（前年同四半期比35.6％増）、営業利益186百万円

（前年同四半期は営業損失663百万円）、経常利益197百万円（前年同四半期は経常損失656百万円）、四半期純利益

65百万円（前年同四半期は四半期純損失412百万円）となりました。 
  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は40,918百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,147百万円増加しま

した。流動資産は27,164百万円となり1,642百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加385

百万円、受取手形及び売掛金の増加885百万円、原材料及び貯蔵品の増加305百万円であります。固定資産は

13,753百万円となり494百万円の減少となりました。これは主に、投資有価証券の減少720百万円、投資その他

の資産のその他（繰延税金資産）の増加309百万円であります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は19,577百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,534百万円増加し

ました。流動負債は17,563百万円となり1,470百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の

増加1,515百万円であります。固定負債は2,013百万円となり64百万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66百万円であります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は21,341百万円となり、前連結会計年度末に比べ386百万円減少しまし

た。これは主に、その他有価証券評価差額金の減少413百万円であります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、7,204百万円とな

り、前連結会計年度末より386百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は240百万円（前年同四半期は212百万円の資金の減少）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益200百万円、利息及び配当金の受取額50百万円による増加であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は3百万円（前年同四半期は117百万円の資金の減少）となりました。これは主

に、投資有価証券の売却による収入138百万円、貸付金の回収による収入17百万円による増加と投資有価証券

の取得による支出92百万円、有形固定資産の取得による支出69百万円による減少であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は148百万円（前年同四半期は346百万円の資金の増加）となりました。これは主

に、短期借入金の増加239百万円による増加と、配当金の支払額77百万円による減少であります。 

  

今後の見通しにつきましては、世界経済の頭打ち懸念も出はじめ、内需主導による自律的な景気回復の動きも弱

く、先行き不透明な状況で推移すると思われます。 

鋼管業界におきましても、原材料価格の方向性の不透明感により市場での警戒感が強く、これまで堅調だった製造

業の今後の需要動向にも注意を要すものと考えております。 

 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22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。 

  
  

(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います。 

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います。 

  

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

用しています。 

これにより、営業利益、経常利益が0百万円、税金等調整前四半期純利益は8百万円それぞれ減少しています。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 5,349 4,963
受取手形及び売掛金 14,100 13,214
有価証券 1,854 1,854
商品及び製品 4,305 4,023
仕掛品 188 195
原材料及び貯蔵品 985 680
その他 839 1,046
貸倒引当金 △460 △456
流動資産合計 27,164 25,522

固定資産
有形固定資産
土地 4,455 4,454
その他 3,881 3,972
有形固定資産合計 8,336 8,427

無形固定資産 96 101
投資その他の資産
投資有価証券 4,487 5,207
その他 904 584
貸倒引当金 △71 △71
投資その他の資産合計 5,320 5,719

固定資産合計 13,753 14,248
資産合計 40,918 39,771
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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 11,100 9,585
短期借入金 5,428 5,183
未払法人税等 9 24
賞与引当金 182 329
資産除去債務 2 －
その他 839 970
流動負債合計 17,563 16,093

固定負債
長期借入金 － 0
退職給付引当金 1,212 1,146
役員退職慰労引当金 319 320
環境対策引当金 20 20
資産除去債務 6 －
その他 454 462
固定負債合計 2,013 1,949

負債合計 19,577 18,042
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 10,907 10,929
自己株式 △399 △399
株主資本合計 18,604 18,626

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 491 904
繰延ヘッジ損益 △0 －
為替換算調整勘定 △448 △459
評価・換算差額等合計 42 445

少数株主持分 2,694 2,655
純資産合計 21,341 21,728

負債純資産合計 40,918 39,771
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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 7,085 9,605
売上原価 6,556 8,187
売上総利益 528 1,418
販売費及び一般管理費 1,192 1,231
営業利益又は営業損失（△） △663 186
営業外収益
受取利息 3 2
受取配当金 48 48
仕入割引 4 5
雑収入 28 9
営業外収益合計 84 65

営業外費用
支払利息 16 12
売上割引 2 3
退職給付会計基準変更時差異の処理額 30 30
雑支出 27 6
営業外費用合計 77 53

経常利益又は経常損失（△） △656 197
特別利益
固定資産売却益 － 1
投資有価証券売却益 － 15
特別利益合計 － 17

特別損失
固定資産売却損 － 4
固定資産除却損 0 2
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7
特別損失合計 0 13

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（△） △657 200

法人税、住民税及び事業税 4 4
法人税等調整額 △100 95
法人税等合計 △95 100
少数株主損益調整前四半期純利益 － 100
少数株主利益又は少数株主損失（△） △149 35
四半期純利益又は四半期純損失（△） △412 65
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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（△） △657 200

減価償却費 143 142
固定資産除却損 0 2
固定資産売却損益（△は益） － 3
貸倒引当金の増減額（△は減少） 25 3
退職給付引当金の増減額（△は減少） 112 65
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 △0
受取利息及び受取配当金 △52 △50
支払利息 16 12
投資有価証券売却損益（△は益） － △15
売上債権の増減額（△は増加） 2,628 △875
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,143 △577
仕入債務の増減額（△は減少） △3,285 1,515
その他 △103 △199
小計 △31 228
利息及び配当金の受取額 52 50
利息の支払額 △17 △15
法人税等の支払額 △215 △22
営業活動によるキャッシュ・フロー △212 240

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 △92
投資有価証券の売却による収入 － 138
有形固定資産の取得による支出 △85 △69
有形固定資産の売却による収入 － 7
貸付けによる支出 △48 △6
貸付金の回収による収入 18 17
その他 △0 －
投資活動によるキャッシュ・フロー △117 △3

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） 498 239
長期借入金の返済による支出 △7 △7
リース債務の返済による支出 － △6
配当金の支払額 △78 △77
自己株式の取得による支出 △66 △0
その他 0 －
財務活動によるキャッシュ・フロー 346 148

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18 386
現金及び現金同等物の期首残高 5,840 6,818
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,859 7,204
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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 

  

  
 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。 

  

(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

【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21年４月１日 至 平成21年６月30日)
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 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。 

 当社は、製品別、サービス別のセグメントから構成されており、鋼管関連事業、自転車関連事業、不動産等賃

貸事業の３つを報告セグメントとしています。 

 鋼管関連事業は、普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、各種型鋼、精密加工品等を製造販売しています。自転車関

連事業は、自転車用リム、自動二輪車用リムの製造販売並びに完成自転車の輸入販売を行っています。不動産等

賃貸事業は、土地、倉庫等の賃貸を行っています。 

 
（注）1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械設備、福祉機器の製造販売

であります。 
 2. セグメント利益の調整額はすべて棚卸資産の調整によるものであります。 
 3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

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）を適用しています。 

  

該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

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)

報告セグメント
その他 
（注1） 合計 調整額 

（注2）

四半期連
結計算書
計上額 
(注3)鋼管関連 自転車 

関連
不動産等 
賃貸 計

売上高

(1) 外部顧客にへの売上高 9,187 292 100 9,579 26 9,605 ― 9,605

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

計 9,187 292 110 9,590 26 9,616 △10 9,605

セグメント利益 230 16 93 340 △19 321 △134 186

（追加情報）

(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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