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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年 3月期第１四半期の連結業績（平成20年 4月1日～平成20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 ％

21年 3月期第１四半期 6,267 － 96 － 106 － 95 －

20年 3月期第１四半期 6,315 18.5 74 － 80 － 42 194.5

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

21年 3月期第１四半期     4.04 －

20年 3月期第１四半期       2.02 －

　(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

21年 3月期第１四半期 20,575 4,456 21.7         188.66

20年 3月期 20,644 4,314 20.9        182.68
(参考) 自己資本 21年 3月期第１四半期 4,456百万円 20年 3月期 4,314百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年 3月期 － － － 1.00 1.00

21年 3月期 － －

21年 3月期(予想) － － 3.00 3.00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年 3月期の連結業績予想（平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間 11,500  － 250 － 250 － 140 － 　 5.93

通期 23,000  △ 10.0 510 197.2 500 196.5 290 －    12.28
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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、5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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 有

　 [(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(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）

21年 3月期第１四半期 23,700,000株 20年 3月期 23,700,000株

　② 期末自己株式数

21年 3月期第１四半期 80,098株 20年 3月期 80,098株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年 3月期第１四半期 23,619,902株 20年 3月期第１四半期 20,983,646株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

・ 本資料に記載されている予想数値は、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、業績の変化等により、予想数値と異なる場合があります。
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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
平成20年度第１四半期は、米国金融問題の深刻化や原油高騰の長期化などで世界的な景気の減速をもた

らしました。わが国では円高、エネルギーや原材料価格の上昇等で、個人消費の下振れ懸念が高まり、企

業業績は輸出関連企業を筆頭に幅広い業界で鈍化傾向を強めております。

　伸銅業界につきましては、銅等の非鉄金属材料の国際相場が前年と同様の水準で推移し、国内相場は円

高により若干低下したものの、依然として高値圏で一進一退が続いております。

　一方で、景気の鈍化傾向により伸銅品の需要は回復せず、伸銅業界の黄銅棒の生産数量は前年同期比 3

％強減少いたしました。

　主な要因としては、これまで堅調であった自動車関連に陰りが現れ、住宅着工数は底を脱しましたが需

要に結びつかず、水栓やガス等も調整が続いております。

　そうした環境下で、当社グループにつきましては、製品等の出荷数量は前年同期比 3.3％増加いたしま

した。一方で、非鉄原料単価は円高効果等により下落に転じました。その結果、売上高は 6,267,700千円

と前年同期を 0.8％下回り、微減となりました。

　収益面につきましては、販売数量が若干増加したものの材料費の値上り等による製造コストの増加が響

き、営業利益は96,562千円（前年同期比22,157千円増）となりました。

　経常利益は配当の受入増等で 106,091千円（前年同期比25,576千円増）となりました。その他、有価証

券の売却益13,494千円等も寄与し、第１四半期の四半期純利益は95,513千円（前年同期比53,132千円増）

となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
 （伸銅品部門）

当社グループの主力製品である伸銅品は販売数量が前年同期比 3.6％伸びましたが、円高による銅等の

原料価格の国内価格低下により、製品販売単価は前年同期比 4.6％低下したため、売上高は 5,631,162千

円（前年同期比△67,572千円）と 1.2％減少いたしました。

　主力製品である黄銅棒はカドミレス黄銅棒等の特殊品が堅調に推移し前年同期比 3％強増加しました。

黄銅線は前年同期比 2％程度減少しました。電子素材のコネクター線は前年同期比15％増加しました。

 （伸銅加工品部門）

伸銅加工品は、鍛造品の需要低減傾向は続いておりますが、高付加価値の切削品が順調に伸び、販売数

量は前年同期比横ばいでありました。売上高は 218,225千円と前年同期比 7.4％増加いたしました。

 （非鉄金属原料部門）

非鉄金属原料は、販売数量は前年同期比横ばいでありました。売上高は 418,312千円と前年同期比 1.2

％増加いたしました。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報
 （資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 1.7％減少し、11,786,516千円となりました。これは、現金及

び預金が37,157千円、受取手形及び売掛金が 277,621千円それぞれ減少し、たな卸資産が 131,860千円増

加したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ 1.6％増加し、 8,788,583千円となりました。これは有形固定資

産が 81,477千円、投資有価証券が 58,732千円それぞれ増加したことなどによります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 0.3％減少し、20,575,100千円となりました。

 （負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 7.2％減少し、 3,137,158千円となりました。これは、支払手

形及び買掛金が 119,292千円増加し、短期借入金が 505,224千円減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて 0.3％増加し、12,981,833千円となりました。これは、長期借

入金が21,749千円、繰延税金負債が24,589千円それぞれ増加し、役員退職慰労引当金が20,760千円減少し

たことなどによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 1.3％減少し、16,118,992千円となりました。

 （純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 3.3％増加し、 4,456,107千円となりました。これは、利益

剰余金が71,893千円、その他有価証券評価差額金が79,981千円それぞれ増加したことなどによります。

 （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は 1,310,935千円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権 275,013千円の減少と、仕入債務 121,413千円の

増加があり、また、棚卸資産 131,860千円の増加により 484,702千円の収入となりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出68,054千円、収用に係る経

費分による支出11,150千円と投資有価証券の売却による収入63,092千円があったため14,849千円の支出と

なりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の純増減額△ 511,800千円、長期借入れによる

収入 150,000千円、長期借入金の返済による支出 121,675千円により、 507,010千円の支出となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想につきましては、平成20年 5月13日に公表した平成21年 3月期（平成20年 4月 1日～平成21年

 3月31日）の業績予想と変更はございません。

　なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。
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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)

該当事項はありません。

(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
　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おります。

　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想を利

用する方法によっております

(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
　①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年 7月 5日 企業会計基準第 9号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益がそれぞれ 6,609千円減少しております。

　③リース取引に関する会計基準等の適用

　 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 5年 6月17日 最終改正平成19年 3月30日

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 6年 1

月18日 最終改正平成19年 3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早

期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方

法によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期

首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額を取得価額として

取得したものとしてリース資産の計上する方法によっております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に19,260千円計上されており、

また損益に与える影響はありません。
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,368,935 1,406,092

受取手形及び売掛金 8,070,102 8,347,723

製品 408,539 441,366

商品 23,116 22,109

原材料 607,229 765,138

仕掛品 1,086,604 765,014

繰延税金資産 68,108 70,066

その他 161,151 182,071

貸倒引当金 △7,270 △6,514

流動資産合計 11,786,516 11,993,068

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,058,370 1,058,370

減価償却累計額 △876,165 △872,225

建物及び構築物（純額） 182,204 186,145

機械装置及び運搬具 7,115,008 7,092,206

減価償却累計額 △6,137,329 △6,111,056

機械装置及び運搬具（純額） 977,679 981,149

土地 4,208,632 4,189,581

建設仮勘定 67,321 13,965

その他 348,846 327,725

減価償却累計額 △294,248 △289,608

その他（純額） 54,597 38,116

有形固定資産合計 5,490,435 5,408,958

無形固定資産

ソフトウエア 2,453 3,151

施設利用権等 2,226 2,226

無形固定資産合計 4,679 5,377

投資その他の資産

投資有価証券 1,107,128 1,048,396

長期未収入金 2,137,091 2,137,091

その他 50,707 51,748

貸倒引当金 △1,460 －

投資その他の資産合計 3,293,468 3,237,236

固定資産合計 8,788,583 8,651,572

資産合計 20,575,100 20,644,640
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,364,130 1,244,838

短期借入金 1,328,462 1,833,686

未払消費税等 17,066 44,860

未払費用 224,111 117,269

未払法人税等 16,631 12,691

賞与引当金 22,719 64,100

その他 164,037 63,778

流動負債合計 3,137,158 3,381,224

固定負債

長期借入金 595,184 573,435

長期仮受金 652,675 663,825

退職給付引当金 280,271 274,356

役員退職慰労引当金 87,360 108,120

繰延税金負債 461,292 436,702

再評価に係る繰延税金負債 846,355 846,355

圧縮記帳特別勘定 10,045,675 10,045,675

その他 13,018 －

固定負債合計 12,981,833 12,948,470

負債合計 16,118,992 16,329,695

純資産の部

株主資本

資本金 1,595,250 1,595,250

資本剰余金 290,250 290,250

利益剰余金 1,301,677 1,229,783

自己株式 △15,006 △15,006

株主資本合計 3,172,171 3,100,277

評価・換算差額等

土地再評価差額金 1,233,653 1,233,653

繰延ヘッジ損益 △10,738 △25

その他有価証券評価差額金 61,021 △18,959

評価・換算差額等合計 1,283,936 1,214,668

純資産合計 4,456,107 4,314,945

負債純資産合計 20,575,100 20,644,640
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 6,267,700

売上原価 5,916,514

売上総利益 351,185

販売費及び一般管理費 254,623

営業利益 96,562

営業外収益

受取利息 52

仕入割引 2,120

受取配当金 10,666

その他 6,261

営業外収益合計 19,100

営業外費用

支払利息 6,688

売上割引 2,210

手形売却損 397

その他 275

営業外費用合計 9,571

経常利益 106,091

特別利益

貸倒引当金戻入額 808

固定資産売却益 1,584

投資有価証券売却益 13,494

特別利益合計 15,886

特別損失

固定資産除却損 433

ゴルフ会員権評価損 2,300

特別損失合計 2,733

税金等調整前四半期純利益 119,245

法人税、住民税及び事業税 16,514

法人税等調整額 7,216

法人税等合計 23,731

四半期純利益 95,513
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20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 119,245

減価償却費 63,452

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,216

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,915

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,760

受取利息及び受取配当金 △10,719

仕入割引 △2,120

支払利息 6,688

売上割引 2,210

投資有価証券売却損益（△は益） △13,494

有形固定資産売却損益（△は益） △1,584

固定資産除却損 433

ゴルフ会員権評価損 2,300

売上債権の増減額（△は増加） 275,013

たな卸資産の増減額（△は増加） △131,860

仕入債務の増減額（△は減少） 121,413

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,794

その他 104,970

小計 495,525

利息及び配当金の受取額 10,719

利息の支払額 △6,573

法人税等の支払額 △14,968

営業活動によるキャッシュ・フロー 484,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △13,000

定期預金の払戻による収入 13,000

有形固定資産の取得による支出 △68,054

有形固定資産の売却による収入 3,000

投資有価証券の取得による支出 △1,667

投資有価証券の売却による収入 63,092

保険積立金の積立による支出 △69

収用に係る経費分による支出 △11,150

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,849
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

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） △511,800

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △121,675

リース債務の返済による支出 △1,560

配当金の支払額 △21,975

財務活動によるキャッシュ・フロー △507,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,157

現金及び現金同等物の期首残高 1,348,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,310,935
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年 4月 1日 至 平成20年 6月30日）
当社グループは、伸銅品関連事業を主たる事業としておりますが全セグメントの売上高の合計、営業利

益の合計額に占める伸銅品関連事業の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年 4月 1日 至 平成20年 6月30日）
当社および連結子会社は海外拠点が存在しないため該当事項はありません。

【海外売上高】
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年 4月 1日 至 平成20年 6月30日）
海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 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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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書              

                                            （単位：千円）         

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 6,315,177

Ⅱ 売上原価 5,998,015

    売上総利益 317,161

Ⅲ 販売費及び一般管理費 242,756

    営業利益 74,404

Ⅳ 営業外収益 13,886

　１ 受取利息及び配当金 12,923

　２ その他 963

Ⅴ 営業外費用 7,775

　１ 支払利息 7,486

　２ 手形売却損 258

　３ その他 30

    経常利益 80,515

Ⅵ 特別利益 1,956

　１ 貸倒引当金戻入額 1,956

    税金等調整前四半期純利益 82,472

　 法人税、住民税及び事業税 48,648

　 法人税等調整額 △ 9,191

　 少数株主利益 634

　 四半期純利益 42,381

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

                                            （単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,270,916

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 35,744

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー 759,393

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 547,267

Ⅴ  現金及び現金同等物の期首残高 1,106,626

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 559,358
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