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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 27,668 29.2 2,225 ― 2,460 ― 1,246 ―

22年3月期第2四半期 21,419 △43.2 △878 ― △634 ― △292 ―

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2四半期 38.14 ―

22年3月期第2四半期 △8.95 ―

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

23年3月期第2四半期 60,187 41,801 66.2 1,219.69
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2四半期  39,856百万円 22年3月期  38,908百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

 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。 

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 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 55,000 14.1 4,000 507.0 4,500 267.4 2,300 234.8 70.39



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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７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「第２四半期（累計）連結業績予想との差異及び通期連結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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  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2Q  33,049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2Q  32,677,407株 22年3月期2Q  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２四半期連結累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、なお需要低迷が続いており、世界同時不況以前に比し６割強の水準に留まっています。 

  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の価格が大幅に上昇いたしました。 

  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堅調に推移いたしました。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２四半期連結累計期間の業績は、日米両国における販売数量の回復及びコ

 スト合理化効果などにより、連結売上高は27,668百万円（前年同期比6,249百万円増加）、連結営業利益は2,225

 百万円（前年同期は営業損失878百万円）、連結経常利益は2,460百万円（前年同期は経常損失634百万円）とな 

 りました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、60,187百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,539

 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2,615百万円、固定資産が924百万円そ

 れぞれ増加したことによります。流動資産の増加は、短期貸付金で1,433百万円、受取手形及び売掛金で772百万

  円増加したこと等によります。固定資産の増加は、投資有価証券が1,095百万円増加したこと等によります。 

  当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、18,386百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,235百 

 万円増加いたしました。仕入の増加により支払手形及び買掛金で1,346百万円、未払法人税等が557百万円増加し

 たこと等によります。 

  当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、41,801百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,303

 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 

 1,246百万円の計上により1,083百万円増加したこと等によります。  

    

（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、国内の需要環境が不透明ではありますが、収益改善策の継

 続、第２四半期連結累計期間の好転を含め、通期の連結売上高55,000百万円、連結営業利益4,000百万円、連結 

 経常利益4,500百万円、連結純利益2,300百万円を見込んでおります。  

  

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  

 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ２百万円、税金等調整前四半期純利

益は108百万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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,257 1,736

受取手形及び売掛金 15,379 14,607

商品及び製品 2,330 2,057

仕掛品 1,707 1,434

原材料及び貯蔵品 6,625 6,403

繰延税金資産 234 238

短期貸付金 13,502 12,069

その他 552 1,426

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 42,576 39,961

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,794 5,822

その他（純額） 7,663 7,813

有形固定資産合計 13,458 13,635

無形固定資産 207 214

投資その他の資産 3,944 2,836

固定資産合計 17,611 16,686

資産合計 60,187 56,648
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,333 9,987

短期借入金 72 33

1年内返済予定の長期借入金 92 191

未払金 488 693

未払法人税等 647 90

賞与引当金 394 389

その他 1,383 970

流動負債合計 14,412 12,357

固定負債   

繰延税金負債 3,453 3,429

退職給付引当金 54 53

役員退職慰労引当金 80 69

環境対策引当金 117 117

資産除去債務 162 －

その他 105 123

固定負債合計 3,973 3,793

負債合計 18,386 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 32,169 31,086

自己株式 △15 △15

株主資本合計 40,841 39,758

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △985 △850

評価・換算差額等合計 △985 △850

少数株主持分 1,945 1,589

純資産合計 41,801 40,497

負債純資産合計 60,187 56,648
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 21,419 27,668

売上原価 20,297 23,038

売上総利益 1,121 4,630

販売費及び一般管理費 1,999 2,405

営業利益又は営業損失（△） △878 2,225

営業外収益   

受取利息 26 29

受取賃貸料 54 52

持分法による投資利益 72 123

助成金収入 96 7

その他 42 87

営業外収益合計 292 300

営業外費用   

支払利息 7 1

賃貸収入原価 27 28

その他 14 35

営業外費用合計 48 64

経常利益又は経常損失（△） △634 2,460

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105

特別退職金 23 －

特別損失合計 23 105

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（△）

△658 2,355

法人税、住民税及び事業税 36 892

法人税等還付税額 △233 －

法人税等調整額 △276 44

法人税等合計 △473 937

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,417

少数株主利益 107 171

四半期純利益又は四半期純損失（△） △292 1,246
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△658 2,355

減価償却費 512 506

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 108

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6 △28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △25 4

受取利息及び受取配当金 △26 △29

支払利息 7 1

持分法による投資損益（△は益） △72 △123

有形固定資産除却損 4 12

売上債権の増減額（△は増加） 695 △840

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,415 △809

その他の流動資産の増減額（△は増加） △62 956

仕入債務の増減額（△は減少） 800 1,357

その他の流動負債の増減額（△は減少） △135 306

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3 0

その他 △49 △33

小計 2,354 3,755

利息及び配当金の受取額 137 146

利息の支払額 △7 △1

法人税等の支払額 △709 △328

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,776 3,571

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 △363 △364

無形固定資産の取得による支出 △5 △21

有形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 － △1,106

出資金の払込による支出 － △121

定期預金の預入による支出 － △128

その他 28 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △340 △1,715

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 40

長期借入金の返済による支出 △100 △92

リース債務の返済による支出 △3 △3

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △163 △163

少数株主からの払込みによる収入 － 234

財務活動によるキャッシュ・フロー △161 15

現金及び現金同等物に係る換算差額 43 △47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,318 1,824

現金及び現金同等物の期首残高 12,686 13,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,004 15,357
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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  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）  

 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。  

 当社は鋼管の製造・販売を行う「鋼管事業」と「不動産賃貸事業」を営み、「鋼管事業」について、国内にお

いては当社及び連結子会社が、海外においては各地域をそれぞれ独立した現地法人が事業活動を展開しておりま

す。  

 したがって、当社の報告セグメントは、「鋼管事業」、「不動産賃貸事業」とし、「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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日）  

                                           （単位：百万円） 

 （注）セグメント利益の調整額12百万円はセグメント間取引消去によるものです。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  報告セグメント  

合計  

  

調整額 

（注） 

  

四半期連結

損益計算書

計上額 

  
  

鋼管事業 
不動産賃貸

事業 

日本 米国 中国 計  日本 

売上高                 

外部顧客への売上高  21,642  4,333  1,582  27,559  109  27,668 -  27,668

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
- - - -  - -  -  - 

計  21,642  4,333  1,582  27,559  109  27,668 -  27,668

セグメント利益 

 （営業利益） 
 1,388  581  191  2,161  51  2,212  12  2,225
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 当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日  至 平成22年９月30日）  

                                           （単位：百万円） 

 （注）セグメント利益の調整額７百万円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）  

 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。  

  

  

  報告セグメント  

合計  

  

調整額 

（注） 

  

四半期連結

損益計算書

計上額 

  
  

鋼管事業 
不動産賃貸

事業 

日本 米国 中国 計  日本 

売上高                 

外部顧客への売上高  11,281  1,981  758  14,021  54  14,076 -  14,076

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
- - - -  - -  -  - 

計  11,281  1,981  758  14,021  54  14,076 -  14,076

セグメント利益 

 （営業利益） 
 808  229  114  1,152  25  1,178  7  1,185

（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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