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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 12,280 ― 307 ― 284 ― 171 ―
20年3月期第2四半期 14,953 8.9 393 41.6 371 41.7 226 35.8

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2四半期 100.89 ―
20年3月期第2四半期 133.05 ―

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2四半期 11,269 3,079 27.3 1,806.91
20年3月期 12,055 2,989 24.8 1,754.04

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,079百万円 20年3月期  2,989百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有   

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 ― 40.00 ― 46.00 86.00
21年3月期 ― 31.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 22.00 53.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 21,100 △27.7 540 △36.4 500 △37.5 300 △38.1 176.04

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  1,704,267株 20年3月期  1,704,267株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  108株 20年3月期  68株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  1,704,162株 20年3月期第2四半期  1,704,267株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想及び配当予想につきましては、平成20年４月25日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成20年10月21日付の「業績 
  予想の修正に関するお知らせ」及び「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、業況の変化等 
  により上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．業績予想に関する定性的情報をご 
  覧ください。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱は実体経済にも影響を及ぼし、景気の後退感も鮮明さ

を増しています。当社に関連する電子部品・自動車・電線業界においても、販売減少に伴う減産・在庫調整が進み、

経営環境は厳しくなっています。

　電子機能材事業では、金属メッキ加工部門が売上高2,257百万円（前年同期2,130百万円）、加工売上高1,156百万円

（前年同期1,070百万円）となりました。成長を見込んでいた自動車向け、精密コネクタ向け製品が伸び悩み、売上高

で前年同期比5.9％増、経営管理上の指標として使用している加工売上高で前年同期比8.0％増にとどまりました。一

方、フィルム・特殊機能材部門は売上高277百万円（前年同期251百万円）、加工売上高213百万円（前年同期210百万

円）となりました。前事業年度と同じく自動車向け、高分子コンデンサ向けの特殊機能材が主なもので、自動車や電

子部品の市場環境が良くないなか、ほぼ前年同期並みとなりました。

　電気機能線材事業（伸線加工部門）では売上高9,745百万円（前年同期12,571百万円）、加工売上高522百万円（前

年同期552百万円）となりました。この部門の売上高は、銅の価格が下落したこともあり大きく減少しています。また、

前事業年度にあった建築基準法改正以降、主な向け先である建築業界の低迷に伴う減産から加工売上高においても前

年同期比△5.5％と減収となりました。

　当社全体としては、加工売上高で増収を果たしたものの経費増加を吸収することができず、第２四半期累計期間の

計画が未達となりました。その結果、売上高12,280百万円（前年同期14,953百万円）、加工売上高1,881百万円（前年

同期1,827百万円）、営業利益307百万円（前年同期393百万円）、経常利益284百万円（前年同期371百万円）、四半期

純利益171百万円（前年同期226百万円）となりました。

 

　売上高　前年同期比較                                                  　　　 単位（百万円、％） 

平成21年３月期

第２四半期累計期間

平成20年３月期

第２四半期累計期間
前年同期比較

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 同期比

電子機能材事業 2,534 20.6 2,381 15.9 152 106.4

金属メッキ加工 2,257 18.4 2,130 14.2 126 105.9

フイルム・特殊機能材 277 2.2 251 1.7 26 110.4

電気機能線材事業 9,745 79.4 12,571 84.1 △2,825 77.5

合計 12,280 100.0 14,953 100.0 △2,673 82.1

　加工売上高　前年同期比較                                              　　　 単位（百万円、％） 

平成21年３月期

第２四半期累計期間

平成20年３月期

第２四半期累計期間
前年同期比較

加工売上高 構成比 加工売上高 構成比 増減額 同期比

電子機能材事業 1,369 72.8 1,281 70.1 88 106.9

金属メッキ加工 1,156 61.5 1,070 58.6 85 108.0

フイルム・特殊機能材 213 11.3 210 11.5 2 101.2

電気機能線材事業 522 27.8 552 30.2 △30 94.5

研究開発 △11 △0.6 △6 △0.3 － －

合計 1,881 100.0 1,827 100.0 53 102.9

 　　（注）当社では、売上高から材料費等を控除した金額を「加工売上高」と称し、経営管理上の指標として

　　　　　 利用しています。 

２．財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の変動状況

　総資産は11,269百万円となり、前期末に比べ786百万円減少しました。これは、主に流動資産の減少710百万円

（受取手形及び売掛金559百万円、棚卸資産277百万円等）によるものです。負債合計は8,189百万円となり、前期

末に比べ876百万円減少しました。これは、主に流動負債の減少712百万円（買掛金350百万円、短期借入金220百

万円等）によるものです。

  株主資本は3,081百万円となり、前期末に比べ93百万円増加しました。これは、主に当第２四半期の利益累計か

ら前期末配当金を控除したことによる利益剰余金の増加93百万円によるものです。

－ 1 －



（２）キャッシュ・フローの状況

  営業活動によるキャッシュ・フローは、769百万円の収入となりました。これは、銅の価格低下により営業運転

資金が減少したこと及び税引前四半期純利益累計額並びに減価償却費から前期確定法人税等の納付を差し引きし

た結果によるものです。投資活動に使用された支出は172百万円となりました。これは有形固定資産の取得による

支出172百万円によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純減220百万円及び社債・長

期借入金の返済189百万円等により492百万円の支出となりました。

　以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて103百万円増加し、388百万円と

なりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　景気後退色が鮮明になり、当社に関連する市場における販売減少に伴い減産・在庫調整が進んでいます。経営環境

が厳しくなるなか、一部に好調な品種・製品はあるものの、総じて先行きを楽観視できない状況です。加工売上高は、

第２四半期累計期間では前年同期を上回ることができましたが、第３四半期以降は若干落ち込むものと予測していま

す。一方、人・設備・研究開発への投資は一部延期するものの基本方針は継続するため、利益が減少する見込みです。

また、売上高についても、前回業績予想の策定時（940円/ｋｇ）よりも銅の価格が下がったため、直近の建値平均で

ある600円/ｋｇで設定しました。以上のように、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに減少する見通しで

あることから、業績予想の修正をすることとしました。詳細は、平成20年10月21日付「業績予想の修正に関するお知

らせ」及び「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

　また、平成20年４月25日付「平成20年３月期　決算短信（非連結）」に参考として掲げていた加工売上高の業績予

想も修正しました。

 

　【参考】加工売上高　前年同期比較                                       　　　 単位（百万円、％） 

平成21年３月期

予想値

平成20年３月期

実績値
前年同期比較

加工売上高 構成比 加工売上高 構成比 増減額 同期比

電子機能材事業 2,672 72.0 2,738 71.1 △66 97.6

金属メッキ加工 2,267 61.1 2,304 59.8 △37 98.4

フイルム・特殊機能材 405 10.9 434 11.3 △29 93.3

電気機能線材事業 1,059 28.5 1,135 29.4 △76 93.3

研究開発 △20 △0.5 △20 △0.5 － －

合計 3,711 100.0 3,854 100.0 △143 96.3

 

４．その他

（１）四半期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

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

（２）リース取引に関する会計基準の適用

　「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）を第１四半期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前の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を引き続き採用しております。

　これにより財務諸表に与える影響額はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 388,233 284,296

受取手形及び売掛金 6,042,433 6,601,951

原材料 284,601 309,273

仕掛品 151,941 403,985

貯蔵品 18,539 19,060

繰延税金資産 19,821 26,000

その他 50,554 21,990

流動資産合計 6,956,126 7,666,559

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 996,035 1,030,956

機械及び装置（純額） 1,231,288 1,216,927

土地 1,678,923 1,678,923

建設仮勘定 10,407 52,907

その他（純額） 137,612 137,380

有形固定資産合計 4,054,267 4,117,096

無形固定資産 60,735 66,406

投資その他の資産   

投資有価証券 23,839 28,929

繰延税金資産 157,381 158,565

その他 16,793 17,655

投資その他の資産合計 198,014 205,150

固定資産合計 4,313,017 4,388,653

資産合計 11,269,144 12,055,212



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,964,607 4,315,087

短期借入金 180,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 195,018 230,016

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 107,380 239,331

その他 283,172 258,498

流動負債合計 4,880,177 5,592,934

固定負債   

社債 1,325,000 1,400,000

長期借入金 1,645,000 1,725,000

長期未払金 36,522 40,580

退職給付引当金 185,760 179,093

役員退職慰労引当金 117,428 128,376

固定負債合計 3,309,711 3,473,049

負債合計 8,189,889 9,065,983

純資産の部   

株主資本   

資本金 687,749 687,749

資本剰余金 826,871 826,871

利益剰余金 1,567,671 1,474,126

自己株式 △369 △270

株主資本合計 3,081,922 2,988,476

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,667 752

評価・換算差額等合計 △2,667 752

純資産合計 3,079,255 2,989,229

負債純資産合計 11,269,144 12,055,212



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 12,280,151

売上原価 11,351,205

売上総利益 928,946

販売費及び一般管理費 621,848

営業利益 307,098

営業外収益  

受取利息 29

受取配当金 765

スクラップ売却益 2,654

その他 975

営業外収益合計 4,425

営業外費用  

支払利息 25,226

その他 1,450

営業外費用合計 26,677

経常利益 284,846

特別損失  

固定資産除却損 1,170

特別損失合計 1,170

税引前四半期純利益 283,676

法人税、住民税及び事業税 102,095

法人税等調整額 9,643

法人税等合計 111,738

四半期純利益 171,937



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 283,676

減価償却費 233,592

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,947

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,667

受取利息及び受取配当金 △795

支払利息 25,226

固定資産除却損 1,170

売上債権の増減額（△は増加） 559,517

たな卸資産の増減額（△は増加） 277,236

仕入債務の増減額（△は減少） △350,480

その他 1,063

小計 1,025,927

利息及び配当金の受取額 795

利息の支払額 △25,176

法人税等の支払額 △232,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 769,296

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 △610

有形固定資産の取得による支出 △172,396

無形固定資産の取得による支出 △400

その他 594

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,811

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） △220,000

長期借入金の返済による支出 △114,998

長期未払金の返済による支出 △4,058

社債の償還による支出 △75,000

自己株式の取得による支出 △98

配当金の支払額 △78,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △492,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,936

現金及び現金同等物の期首残高 284,296

現金及び現金同等物の四半期末残高 388,233



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従

い四半期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）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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  14,953,534 100.0

Ⅱ　売上原価  14,009,063 93.7

売上総利益  944,471 6.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  550,557 3.7

営業利益  393,913 2.6

Ⅳ　営業外収益  3,566 0.0

Ⅴ　営業外費用  25,794 0.1

経常利益  371,684 2.5

Ⅵ　特別利益  5 0.0

Ⅶ　特別損失  3,243 0.0

税引前中間純利益  368,446 2.5

法人税、住民税及び事業税 144,399   

法人税等調整額 △2,705 141,693 1.0

中間純利益  226,752 1.5

－ 1 －



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税引前中間純利益 368,446

減価償却費　 186,944

役員退職慰労引当金の減少
額　

△5,675

退職給付引当金の増加額　 14,398

受取利息及び受取配当金　 △1,190

支払利息　 24,426

固定資産売却益　 △5

固定資産除却損　 3,243

売上債権の増加額　 △514,114

たな卸資産の増加額　 △190,775

仕入債務の増加額　 2,535,836

その他　 59,074

小計 2,480,610

利息及び配当金の受取額　 1,190

利息の支払額　 △27,735

法人税等の支払額　 △106,289

営業活動によるキャッシュ・
フロー

2,347,776

Ⅱ　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　

△600

有形固定資産の取得による
支出　

△227,308

有形固定資産の売却による
収入　

514

無形固定資産の取得による
支出　

△7,706

その他投資の増減額　 705

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△234,394

－ 2 －



前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の純減額　 △360,000

長期借入金の返済による支
出　

△97,498

長期未払金の返済による支
出　

△4,058

社債の償還による支出　 △275,000

配当金の支払額　 △52,832

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△789,388

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 1,323,993

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

288,433

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

1,612,427

－ 3 －
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