
�

������	
����
�����

�������	����

�����������

� !"# $%!"&'()*+, � -./ 0�1�

23456 7�89 :;< =>>?@AABBBC>DE=FGHIIGEJDCEGCK?
LMN �OP#� LM-QO"R �S#� TU� V

WXYZ[\N �OP#� ]^_R �S#� `a� bc de< �fgfhf�g7fhh

�
ijklmno� �������	��� pqrstuno� �������	h�

�C��������	
���
vwxyz������8	��{�����9	�����

�

|�}�wx~����

��

|�}�wx]��z���� ��M�������
����

��� �y�� ]��� �
���

��� � ��� � ��� � ��� �

����	
���
 88���f � ��8�8 � ��8�h � 7�f �

����	
���
 8f�9ff �C� ���f9 �fCf ��88� �hC8 ��8�� �hC�

�$q���
���
��$%����$q���
��

�

��� ���

����	
���
 8�C�7 �

����	
���
 ��C�� �

� ¡ � ¡ ¢£ ¤¥� �$q��� ¡

��� ��� � ���

����	
���
 h8���h �8�h�7 f�C� ���f�Cf9
����	
 h����9 ����9f f�Ch ����8Cf�

�¦§��¢£ ¤�� ����	
���
�����9����� ����	
�������7���

�C��pqv�¨�

�©�pqnªvq�
«¬®¯°v±²��²��
�

�$q��pq³

�´µ�� ���
¶ ���
¶ ���
¶ 
¶ �·

��� ��� ��� ��� ���

����	
 � ��C�� � ��C�� ��C��
����	
 � ��C�� ��� ��� ���

����	
�nª� ��� ��� � ��C�� ��C��

�C��������	
vwxyznª������8	��{������	�����
��M����
�����

�©�wxyznª¸¹vq�
«¬®¯°v±²��±��

º»�¼½¾3¿ÀÁoÂÃÄiÁ~ÅÆMÇ� ÈÉwxyznª«ÊË®oÂÃÄiÌÍÎÏÐÑÒÓ��

��� �y�� ]��� q
���
�$q��q
�

��

��� � ��� � ��� � ��� � ���

Ô
 9����� Õ�Ch ����� Õ�9C8 ����� Õ�9C8 ��7�� Õ�7C� 9�C8�

8C��Öv×�
|�}�
`«¬®ØÙÚÛ!"vÜÝ�wxVÞvßàÍáâãoÛ!"vÜÝ���²��

|�}�äåÚ!�æ^çè�
wx~ÅÆMvé�«ã±v!�æ^vêë��²��

|�}��
wx~ÅÆMé�«ì®!�æ^víîÁïð¼M�ñòÇvßà��
wx~ÅÆMé�v�óv´¤ôÚ®ØÙÚõöÇvßà«÷øÑù®úv��

�©�º»�¼È¾3¿ÀÁoÂÃÄiÁ~ÅÆMÇ� ûÉÖv×�È��
wx~ÅÆMé�«ì®!�æ^víîÁïðü¼M�ñòÇvßàÌÍÎÏÐÑÒÓ��

|8}�ýþ�$%¸��Ô$%��

�yznªvê�Ú�ë«ÊË®��¼Öv×ã÷õö�
Áqwx!�����À�
~ÅÆM«ÊË®!�´µÌ�	y!�´µ���6�çèÀ�
~ÅÆM«ÊË®!�´µvêë
�Ì�	y!�´µêë
���8
6�Íêë��¬�ËÓ�¼À�
wx~ÅÆM�îÌ«�Ò�
wx~ÅÆMÍé���¬�ËÓ�
Á�÷nª�¼ýM���«¬Ò��ï��ÚÄi«´�ü�m��úv���¼��v��ÚÙ�«��nªôÜÚ®x�ôÚ®��Â���ËÓ��

�� ��"��"# � �� ��"��"# �

 �!�´µÇv!°«áâßà ±

"� #�vßà ±

 �
¶ýþ�$%¸�¢£$%Í$%� ����	
���
������f�8��$ ����	
� �����f�8��$

"�
¶¢£$%¸ ����	
���
� �f��9��$ ����	
� �f��897$

&�
`�'$%¸��
wx��
·� ����	
���
��9�����f�9$ ����	
���
��9�����9��$

‐1‐



当第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年9月30日）の業績は、国内では、化成品事業は

情報通信関連の新製品を中心に電機・電子関連の需要が堅調に推移し、その他事業でも金型の売上の増加

はありましたが、鋲螺、加工品事業において、携帯電話関連、家電部品関連で需要が低迷したことなどか

ら、全体では低調な推移となりました。 

 海外では、北米は自動車及び電機・電子関連で需要が減少し低調な推移となりましたが、東アジアでは

中国における家電部品、自動車関連の需要増等により好調に推移しました。また、東南アジアでは、マレ

ーシアの家電部品等での需要減はありましたが、シンガポール、タイでは家電部品、自動車関連の需要が

増加し、全体として堅調な推移となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は44,776百万円、営業利益は1,434百万円、経常利益は

1,415百万円となり、四半期純利益は836百万円となりました。         

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前期末比1,586百万円増の54,725百万円となりまし

た。これは、売上高の減少に伴う売上債権の減少等により流動資産が前期末比1,389百万円減少する一

方、本社移転のための土地・新社屋の取得とそれに伴う改装工事のほか、新システム導入に伴うソフトウ

ェアの資産計上等により固定資産が前期末比2,975百万円増加したことにあります。         

 また負債は、前期末比854百万円増の20,197百万円となりました。これは、短期借入金の増加等から流

動負債が前期末比939百万円増加していることによるものです。純資産は、前期末比731百万円増の34,528

百万円となりました。これは、利益剰余金が前期末比644百万円増加したことが主な要因です。         
  

業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績及び需要動向を踏まえ、平成20年７月29日

に公表しました業績予想を下記のとおり変更いたします。        

 なお、下記の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後の様々な

要因により予想と異なる結果となる可能性があります。 
  

（通期） 

 
  

・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

2. 連結財政状態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

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

前回発表予想（A） 96,000 4,000 4,200 2,600 134 91

今回発表予想（B） 90,000 3,000 3,000 1,800 93 40

増減額（B-A） △6,000 △1,000 △1,200 △800 ―

増減率（％） △6.3 △25.0 △28.6 △30.8 ―
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該当事項はありません。 

  

 ① 簡便な会計処理 

重要なものはありません。 

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

 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 会計方針の変更 

 （たな卸資産の評価基準及び評価方法） 

従来たな卸資産の評価基準について、主として原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計

期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）を適用

し、原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりま

す。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ34百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。  

 また、親会社において、従来たな卸資産の評価方法について、総平均法によっておりましたが、第

1四半期連結会計期間より移動平均法に変更しております。これは、当連結会計年度から新たな商品

管理システムを導入したことに伴い、たな卸資産の受入及び払出原価をその都度適時に把握できる移

動平均法を採用し、期間損益をより迅速かつ適正に反映できることとなったため、変更したもので

す。なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純

利益に与える影響は軽微であります。 

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)

(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

(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
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,968 3,272

受取手形及び売掛金 27,678 29,428

商品 7,155 6,785

その他のたな卸資産 355 409

その他 1,506 1,157

貸倒引当金 △43 △43

流動資産合計 39,620 41,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,415 3,515

土地 4,563 4,262

建設仮勘定 2,817 10

その他（純額） 1,032 1,067

有形固定資産合計 11,829 8,856

無形固定資産 1,192 1,141

投資その他の資産   

投資有価証券 1,089 1,141

その他 1,042 1,039

貸倒引当金 △48 △49

投資その他の資産合計 2,083 2,131

固定資産合計 15,105 12,129

資産合計 54,725 53,139

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,859 14,246

短期借入金 4,471 1,741

未払法人税等 453 805

賞与引当金 610 661

その他 1,258 1,258

流動負債合計 19,653 18,713

固定負債   

長期借入金 3 －

退職給付引当金 9 1

役員退職慰労引当金 132 153

その他 399 474

固定負債合計 544 629

負債合計 20,197 19,342
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,137 5,137

利益剰余金 24,306 23,661

自己株式 △551 △551

株主資本合計 33,893 33,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 197 246

繰延ヘッジ損益 1 △0

為替換算調整勘定 △120 △257

評価・換算差額等合計 78 △11

少数株主持分 557 558

純資産合計 34,528 33,796

負債純資産合計 54,725 53,139
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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）

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

売上高 44,776

売上原価 36,306

売上総利益 8,469

販売費及び一般管理費 7,035

営業利益 1,434

営業外収益  

受取利息 24

受取配当金 11

仕入割引 78

その他 99

営業外収益合計 213

営業外費用  

支払利息 32

売上割引 8

為替差損 105

その他 85

営業外費用合計 231

経常利益 1,415

税金等調整前四半期純利益 1,415

法人税、住民税及び事業税 487

法人税等調整額 44

法人税等合計 532

少数株主利益 47

四半期純利益 836
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

    (単位：百万円) 

 

 

   

３ 会計方針の変更  

「定性的情報・財務諸表等 4. その他 (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 ② 会計方針の変更」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を第１四半

期連結会計期間から適用し、評価基準について、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

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、当第２四半期連結累計期間の営業

利益が、「鋲螺事業」で6百万円、「加工品事業」で18百万円、「金属・電材・化成品事業」で7百万円、

「その他事業」で2百万円減少しております。 

 また、親会社において、従来たな卸資産の評価方法について、総平均法によっておりましたが、第１四半

期連結会計期間より移動平均法に変更しております。この変更による当第２四半期連結累計期間の各事業別

セグメントの営業利益に与える影響は軽微であります。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

鋲螺 加工品
金属・電材
・化成品

その他 計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 11,233 21,558 8,334 3,649 44,776 ― 44,776

(2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
― ― ― ― ― (―) ―

計 11,233 21,558 8,334 3,649 44,776 (―) 44,776

営業利益 516 585 188 144 1,434 (―) 1,434

(注) １ 事業区分の方法

 事業区分は売上集計区分によっております。

２ 各事業区分の主要商品 

事業区分 主  要  商  品

  鋲螺 鉄・黄銅・ステンレス等のねじ、ボルト、ナット、ワッシャー類

  加工品 各種金属素材を加工した特殊設計品、セット品、組立品

  金属 伸銅品、軽金属、特殊鋼等の金属素材

  電材 電子部品材料、化合物半導体、超硬工具等

  化成品 自動車用防振ゴム・ホース及び組立電線、工業用テープ、樹脂製品、その他

  その他 各種産業用機器、 その他
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  当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

                                                    (単位：百万円) 

 

   
３ 会計方針の変更  

「定性的情報・財務諸表等 4. その他 (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 ② 会計方針の変更」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を第１四半

期連結会計期間から適用し、評価基準について、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

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、当第２四半期連結累計期間の営業

利益が、「日本」で34百万円減少しております。 

 また、親会社において、従来たな卸資産の評価方法について、総平均法によっておりましたが、第１四半

期連結会計期間より移動平均法に変更しております。この変更による当第２四半期連結累計期間の「日本」

の営業利益に与える影響は軽微であります。 

４ 記載対象セグメントの変更 

「東アジア」は前連結会計年度において「その他の地域」に含めて表示していましたが、第１四半期連結

会計期間において全セグメントの売上高の10％を超えたため区分掲記しました。この結果、前中間連結会計

期間と同様の区分によった場合に比べて、東アジアの売上高は5,442百万円増加し、営業利益は374百万円増

加しており、その他の地域については、それぞれ同額減少しております。なお、前中間連結会計期間におい

て当第２四半期連結累計期間の地域区分によった場合の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。

  

  前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

                                                   (単位：百万円) 

 

該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

日本 東アジア その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 35,647 3,440 5,689 44,776 ― 44,776

(2) セグメント間の内部売上高 1,815 2,002 126 3,944 (3,944) ―

計 37,462 5,442 5,815 48,721 (3,944) 44,776

営業利益 744 374 311 1,431 3 1,434

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

    (1)東アジア  ・・・中国（香港を含む）・台湾

    (2)その他の地域 

     ①北米    ・・・米国・メキシコ 

          ②東南アジア ・・・シンガポール・マレーシア・タイ 

     ③欧州    ・・・英国・チェコ

日本 東アジア その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 37,384 3,240 6,340 46,966 ― 46,966

(2) セグメント間の内部売上高 1,745 1,786 169 3,700 (3,700) ―

計 39,129 5,027 6,510 50,666 (3,700) 46,966

営業利益 1,426 436 488 2,351 17 2,369

(5) 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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前年同四半期にかかる財務諸表等 

   前中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

                    （単位：百万円） 

 

※ 当第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書と整合を取るため、前連結会

計年度より売上高に含めないこととした納入代行取引について、前中間連結損益計

算書では売上高、売上原価よりそれぞれ1,183百万円を除いております。 

「参考資料」

(1) （要約）前中間連結損益計算書

科  目

前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

金額

Ⅰ 売上高 46,966

Ⅱ 売上原価 38,140

   売上総利益 8,826

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,456

   営業利益 2,369

Ⅳ 営業外収益 223

Ⅴ 営業外費用 150

   経常利益 2,441

Ⅵ 特別損失 84

  税金等調整前四半期 

  純利益
2,357

   法人税、住民税 

   及び事業税
829

   法人税等調整額 58

   少数株主利益 62

   中間純利益 1,407
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  前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  (単位：百万円) 

   

   

 

３ 当第２四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報と整合を取るため、前連結会計年度より売上高

に含めないこととした納入代行取引について、前中間連結会計期間の事業の種類別セグメント情報では、

金属・電材・化成品事業の売上高、営業費用よりそれぞれ1,183百万円を除いております。 

  

  前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

(単位：百万円) 

   

   

３ 当第２四半期連結累計期間の所在地別セグメント情報と整合を取るため、前連結会計年度より売上高に含

めないこととした納入代行取引について、前中間連結会計期間の所在地別セグメント情報では、日本の売

上高、営業費用よりそれぞれ1,183百万円を除いております。 

(2) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

鋲螺 加工品
金属・電材

・化成品
その他 計

消去又は 

全社
連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 10,415 25,595 8,263 2,691 46,966 ― 46,966

(2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
― ― ― ― ― (―) ―

計 10,415 25,595 8,263 2,691 46,966 (―) 46,966

営業費用 9,548 24,485 7,978 2,584 44,597 (―) 44,597

営業利益 866 1,109 285 107 2,369 (―) 2,369

(注) １ 事業区分の方法

 事業区分は売上集計区分によっております。

２ 各事業区分の主要商品 

事業区分 主  要  商  品

  鋲螺 鉄・黄銅・ステンレス等のねじ、ボルト、ナット、ワッシャー類

  加工品 各種金属素材を加工した特殊設計品、セット品、組立品

  金属 伸銅品、軽金属、特殊鋼等の金属素材

  電材 電子部品材料、化合物半導体、超硬工具等

  化成品 自動車用防振ゴム・ホース及び組立電線、工業用テープ、樹脂製品、その他

  その他 各種産業用機器、 その他

〔所在地別セグメント情報〕

日本 その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 37,384 9,581 46,966 ― 46,966

(2) セグメント間の内部売上高 1,745 1,955 3,700 (3,700) ―

計 39,129 11,537 50,666 (3,700) 46,966

営業費用 37,702 10,612 48,314 (3,717) 44,597

営業利益 1,426 925 2,351 17 2,369

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

    (1)北米   ・・・米国・メキシコ

    (2)東南アジア・・・シンガポール・マレーシア・タイ

    (3)東アジア ・・・中国（香港を含む）・台湾

    (4)欧州   ・・・英国・チェコ
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