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

23年3月期第3四半期 29,305 21.9 531 ― 549 ― 203 ―

22年3月期第3四半期 24,045 △33.8 △1,516 ― △1,438 ― △902 ―

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3四半期 3.51 ―

22年3月期第3四半期 △15.49 ―

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3四半期 41,529 21,450 45.0 330.36
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3四半期  18,692百万円 22年3月期  19,072百万円

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  
 

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 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 37,500 11.6 650 ― 650 ― 320 ― 5.51



(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  
（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 
・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.3「その他」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  3,871,708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3Q 57,889,689株 22年3月期3Q 58,216,968株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめアジア新興国を中心とした輸出の増加に支えら

れ、緩やかな回復基調が続きました。しかしながら、長引くデフレ状況と厳しい雇用情勢、長期化する円高、景気

対策効果の一巡を受けて、景気は回復ペースが鈍化し、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

このような状況のもと、鋼管業界におきましても普通鋼製品は、当期間の半ばまで自動車・電機など景気浮揚策

に関連する各種製造業向けや輸出関連業種向けは順調でした。また、期初からの原材料コイルの値上げに伴い価格

是正も行いました。しかしその後、価格是正時の仮需の反動やエコカー補助金の終了、円高などによる国内生産の

空洞化の影響から需要は落ち込みました。住宅建材向けでは住宅ローン減税や住宅取得資金に関する贈与税非課税

枠拡充などの効果もあって一部の普通鋼製品は堅調でありましたが、総じて建築関連は不振が続きました。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、需要は大きく落ち

込んでいましたが、その後の緩やかな景気回復にあって、半導体・液晶・水処理・食品など一部業種の設備投資関

連の需要に動きがありました。しかし、これらについても生産の海外シフトや円高の影響もあって盛り上がりに欠

け、低い水準で推移しています。ニッケル等の値上がりに伴い原材料ステンレスコイルも値上げとなり、それを受

け第1四半期に実施しました製品の価格是正も、その後の需給環境のなかで価格維持が難しく値下げが続きました。

建築材の需要は相変わらず低調で回復の兆しも見られない状況であります。 

当社グループといたしましては、生産性の向上とコスト削減に努め、技術開発力と提案営業力の強化を通じてユ

ーザー紐付き販売に注力するとともに、流通販売市場においても厳しい市況のなかで販売量の回復に努力いたしま

した。また、販売部門及び管理・間接部門の効率化にも取り組み、収益構造の改善を図ってまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は29,305百万円（前年同期比21.9%増）、営業利益531百万円（前

年同期は営業損失1,516百万円）、経常利益549百万円（前年同期は経常損失1,438百万円）、四半期純利益203百万

円（前年同期は四半期純損失902百万円）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は41,529百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,758百万円増

加しました。流動資産は27,736百万円となり2,214百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛

金の増加1,397百万円、商品及び製品の増加671百万円、原材料及び貯蔵品の増加420百万円であります。固定資

産は13,792百万円となり455百万円の減少となりました。これは主に、投資その他の資産のその他（繰延税金資

産）の増加380百万円、投資有価証券の減少556百万円、有形固定資産のその他（機械及び装置）の減少172百万

円であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は20,079百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,036百万円増加し

ました。流動負債は18,063百万円となり1,969百万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2,051百万円、賞与引当金の減少164百万円であります。固定負債は2,016百万円となり66百万円の増加とな

りました。これは主に、退職給付引当金の増加63百万円であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は21,450百万円となり、前連結会計年度末に比べ278百万円の減少とな

りました。これは主に、少数株主持分の増加102百万円、利益剰余金の増加116百万円、その他有価証券評価差

額金の減少294百万円、自己株式の取得による減少200百万円であります。 

  

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３四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7,130百万円となり、

前連結会計年度末より312百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであり

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632百万円（前年同期は91百万円の資金の増加）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益479百万円、法人税等の還付額200百万円による増加と、利息の支払額40百万円による

減少であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は164百万円（前年同期は198百万円の資金の減少）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238百万円による増加と、投資有価証券の取得による支出201百万円、有形固定

資産の取得による支出188百万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減少は154百万円（前年同期は522百万円の資金の増加）となりました。これは主に、

短期借入金の増加額172百万円による増加と、配当金の支払額86百万円、自己株式の取得による支出200百万円

による減少であります。 

  

今後の見通しにつきましては、新興国の経済拡大に牽引され回復ペースが鈍化しつつも緩やかな回復基調が続く

と見込まれます。鋼管業界におきましても、為替相場や原材料価格の動向によっては悪影響を受ける可能性があり

ます。当社グループでは、引き続き紐付き受注の拡大に努め、販売価格の是正、設備稼働率の向上とコスト削減に

さらに注力してまいります。 

なお、通期の業績予想につきましては、平成22年11月10日に発表いたしました予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四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、第２四半期連結会計期間末の実地

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。 

  

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用） 

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

しています。 

 これにより、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益が1百万円、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。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,175 4,963

受取手形及び売掛金 14,612 13,214

有価証券 1,955 1,854

商品及び製品 4,695 4,023

仕掛品 214 195

原材料及び貯蔵品 1,100 680

その他 438 1,046

貸倒引当金 △456 △456

流動資産合計 27,736 25,522

固定資産

有形固定資産

土地 4,454 4,454

その他 3,704 3,972

有形固定資産合計 8,159 8,427

無形固定資産 96 101

投資その他の資産

投資有価証券 4,651 5,207

その他 902 584

貸倒引当金 △16 △71

投資その他の資産合計 5,537 5,719

固定資産合計 13,792 14,248

資産合計 41,529 39,771
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,636 9,585

短期借入金 5,324 5,183

未払法人税等 22 24

賞与引当金 165 329

その他 915 970

流動負債合計 18,063 16,093

固定負債

長期借入金 － 0

退職給付引当金 1,210 1,146

役員退職慰労引当金 336 320

環境対策引当金 20 20

資産除去債務 6 －

その他 441 462

固定負債合計 2,016 1,949

負債合計 20,079 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 11,045 10,929

自己株式 △599 △399

株主資本合計 18,542 18,626

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 610 904

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △460 △459

評価・換算差額等合計 149 445

少数株主持分 2,757 2,655

純資産合計 21,450 21,728

負債純資産合計 41,529 39,771
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 24,045 29,305

売上原価 21,837 25,088

売上総利益 2,207 4,216

販売費及び一般管理費 3,724 3,685

営業利益又は営業損失（△） △1,516 531

営業外収益

受取利息 12 8

受取配当金 100 86

仕入割引 12 15

雑収入 118 68

営業外収益合計 243 179

営業外費用

支払利息 46 38

売上割引 8 12

退職給付会計基準変更時差異の処理額 92 92

雑支出 18 18

営業外費用合計 166 162

経常利益又は経常損失（△） △1,438 549

特別利益

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 － 18

特別利益合計 0 19

特別損失

固定資産売却損 － 4

固定資産除却損 5 9

投資有価証券評価損 － 51

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7

事業所再編費用 － 16

特別損失合計 5 89

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（△）

△1,443 479

法人税、住民税及び事業税 7 14

法人税等調整額 △337 154

法人税等合計 △330 168

少数株主損益調整前四半期純利益 － 310

少数株主利益又は少数株主損失（△） △211 107

四半期純利益又は四半期純損失（△） △902 203
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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（△）

△1,443 479

減価償却費 462 438

固定資産除却損 4 9

固定資産売却損益（△は益） △0 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 116 △55

退職給付引当金の増減額（△は減少） 288 64

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 16

受取利息及び受取配当金 △113 △95

支払利息 46 38

投資有価証券売却損益（△は益） － △18

投資有価証券評価損益（△は益） － 51

売上債権の増減額（△は増加） 1,055 △1,408

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,617 △1,113

仕入債務の増減額（△は減少） △2,560 2,054

その他 △41 △63

小計 444 401

利息及び配当金の受取額 111 97

利息の支払額 △47 △40

法人税等の支払額 △420 △25

法人税等の還付額 2 200

営業活動によるキャッシュ・フロー 91 632

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 △15 △201

投資有価証券の売却による収入 － 238

有形固定資産の取得による支出 △300 △188

有形固定資産の売却による収入 0 9

無形固定資産の取得による支出 △4 △11

貸付けによる支出 △92 △60

貸付金の回収による収入 57 49

投資活動によるキャッシュ・フロー △198 △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） 634 172

長期借入金の返済による支出 △22 △19

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 △13 △20

配当金の支払額 △87 △86

自己株式の取得による支出 △100 △200

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 522 △154

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 420 312

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 6,261 7,130
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日) 

  

 
(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 

  

前第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) 

  

 
(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 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第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） 

  

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。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第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） 

  

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】

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

8,167 259 241 8,669 ― 8,669

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― 10 10 (10) ―

計 8,167 259 252 8,679 (10) 8,669

営業利益又は営業損失(△) △279 7 102 △169 (―) △169

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

22,764 825 455 24,045 ― 24,045

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― 32 32 (32) ―

計 22,764 825 487 24,077 (32) 24,045

営業利益又は営業損失(△) △1,748 15 216 △1,516 (―) △1,516

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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。 

当社は、製品・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

製造販売しております。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

売を行っております。不動産等賃貸事業は、土地、倉庫等の賃貸を行っております。 

  

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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日  至 平成22年12月31日) 

 
(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おります。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日  至 平成22年12月31日) 

 
(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おります。 

  

(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。 

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注1)

合計
調整額
(注2)

四半期連結
損益計算書

計上額 
(注3)鋼管関連

自転車 
関連

不動産等
賃貸

計

売上高

  外部顧客への売上高 28,102 846 300 29,248 56 29,305 ― 29,305

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― 32 32 ― 32 △32 ―

計 28,102 846 332 29,280 56 29,337 △32 29,305

セグメント利益 472 37 277 787 △48 738 △207 531

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注1)

合計
調整額
(注2)

四半期連結
損益計算書

計上額 
(注3)鋼管関連

自転車 
関連

不動産等
賃貸

計

売上高

  外部顧客への売上高 10,007 268 99 10,375 14 10,390 ― 10,390

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― 10 10 ― 10 △10 ―

計 10,007 268 110 10,386 14 10,401 △10 10,390

セグメント利益 42 9 92 145 △10 134 △5 129

(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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