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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 3,737 ― △65 ― △61 ― △117 ―

20年3月期第2四半期 4,092 3.2 235 17.3 223 8.1 124 10.9

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 △5.04 ―

20年3月期第2四半期 5.34 ―

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 9,667 5,910 61.1 253.84
20年3月期 9,958 6,146 61.7 263.89

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,910百万円 20年3月期  6,146百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 7,000 △13.9 △90 △119.3 △120 △129.2 △190 △179.5 △8.16

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  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(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、２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) 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 無

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  23,380,012株 20年3月期  23,380,012株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  95,170株 20年3月期  88,643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  23,288,232株 20年3月期第2四半期  23,298,733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．上記の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表した内容から変更しております。 
２．上記の業績予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
なお、上記業績予想に関する事項は、２ページ「定性的情報・財務諸表等」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。  
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当第２四半期累計期間のわが国経済は、米国金融市場の混乱を契機とした証券市場の低迷、円高の進

展、輸出の鈍化、設備投資及び個人消費の減速等急激に景気悪化の様相を示すにいたりました。 

 このような状況下、当社におきましては、高付加価値製品の開発、品質保証体制の充実と合理化、及

び生産工程の効率化、費用削減に取り組んでまいりました。  

しかしながら、前事業年度末から減少した薄型テレビ関連部材の受注が回復せず、経営成績は低調に

推移しました。  

 この結果、売上高は3,737百万円（前年同四半期累計期間比8.7％減）となりました。 

 損益面では、操業度低下に伴い費用効率が悪化し、経常損失は61百万円（前年同四半期累計期間は

223百万円の利益）となりました。 

 また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用により、原材料等の期初在庫の評価減を行い特別

損失に計上した結果、四半期純損失は117百万円（前年同四半期累計期間は124百万円の純利益）となり

ました。 

 事業の部門別状況は、次のとおりであります。  

 タングステン・モリブデン部門は、モリブデン及びタングステン棒・磨棒が減少し、売上高は2,583

百万円（前年同四半期累計期間比12.8％減）となりました。 

 合金及び電気・電子部品部門は、光通信用タングステン合金の増加により売上高409百万円（前年同

四半期累計期間比4.9％増）となりました。その他部門は、売上高542百万円（前年同四半期累計期間比

2.3％減）となりました。 

超硬合金部門は、地盤改良用工具の増加により売上高201百万円（前年同四半期累計期間比9.2％増）

となりました。 

なお、前年同四半期累計期間比等の数値は参考として記載しております。 

  

当第２四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金、原材料及び貯蔵品の減少等により前事業年度末

に比べ291百万円減少して9,667百万円となりました。 

 負債は、買掛金の減少等により前事業年度末に比べ55百万円減少し、3,757百万円となりました。 

純資産は、当第２四半期会計期間の純損失と剰余金の配当による減少等により、前事業年度末に比べ

235百万円減少して5,910百万円となり、自己資本比率は61.1％となりました。 

  

景気の悪化は世界的な広がりで進行し、当社を取り巻く環境は一段と厳しくなると予想されます。  

  長引く厳しい経営環境のもと、市場ニーズを捉えた新製品開発による収益力の強化を図るとともに、

費用削減、在庫圧縮を進め、環境悪化に適応した収益構造に改善することが課題であります。  

  しかしながら、通期損益の短期間での著しい改善は困難であり、このため、平成20年５月15日に公表

した通期業績予想及び配当予想につきまして１ページに記載のとおり修正させていただきます。 

  

該当事項はありません。 

１.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.たな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）を第１四半期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、第２四半期累計期間の売上総利益が32,385千円減少

し、営業損失及び経常損失が32,385千円増加し、税引前四半期純損失が122,694千円増加しておりま

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

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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 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 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、期首に前事業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（利息相当

額を含む）を取得価額として取得したものとしてリース資産を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、第２四半期会計期間末のリース資産が有形固定資産

に110,827千円、無形固定資産に8,833千円、リース債務が流動負債「その他」に91,474千円、固定負

債「その他」に28,693千円計上されております。 

  なお、当該会計基準適用による損益への影響はありません。 

  当社の機械装置の耐用年数については、第1四半期会計期間より、法人税法の改正を契機に見直し

を行い、過年度取得した資産も含めて法人税法に規定する耐用年数により減価償却費を計上しており

ます。 

 ただし、当社所定の耐用年数によっている機械装置については除外しております。 

 この結果、従来の方法に比べて第２四半期累計期間の売上総利益が23,113千円減少し、営業損失、

経常損失及び税引前四半期純損失が23,174千円増加しております。 

(3) 追加情報
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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 497,986 851,164 

受取手形及び売掛金 1,948,560 1,783,904 

商品及び製品 134,122 180,111 

仕掛品 1,753,550 1,777,255 

原材料及び貯蔵品 1,217,999 1,403,074 

その他 360,864 177,862 

貸倒引当金 △194 △713 

流動資産合計 5,912,888 6,172,659 

固定資産 

有形固定資産 2,685,982 2,729,725 

無形固定資産 14,256 5,423 

投資その他の資産 

その他 1,080,589 1,076,024 

貸倒引当金 △25,947 △24,907 

投資その他の資産合計 1,054,641 1,051,117 

固定資産合計 3,754,881 3,786,265 

資産合計 9,667,769 9,958,925 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 847,352 1,120,815 

短期借入金 1,499,000 1,163,130 

未払法人税等 13,046 90,986 

賞与引当金 157,025 198,433 

役員賞与引当金 － 15,570 

その他 436,261 356,793 

流動負債合計 2,952,685 2,945,727 

固定負債 

長期借入金 304,000 401,000 

退職給付引当金 366,523 349,431 

役員退職慰労引当金 104,300 114,300 

その他 29,678 2,167 

固定負債合計 804,501 866,899 

負債合計 3,757,187 3,812,627 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,531,828 2,531,828 

資本剰余金 2,290,473 2,290,473 

利益剰余金 959,470 1,169,955 

自己株式 △18,905 △18,047 

株主資本合計 5,762,867 5,974,210 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 147,714 172,086 

評価・換算差額等合計 147,714 172,086 

純資産合計 5,910,582 6,146,297 

負債純資産合計 9,667,769 9,958,925 
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(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 3,737,579 

売上原価 3,412,883 

売上総利益 324,695 

販売費及び一般管理費 

従業員給料及び手当 122,548 

賞与引当金繰入額 24,704 

役員退職慰労引当金繰入額 8,600 

退職給付費用 23,846 

減価償却費 16,645 

その他の販売費及び一般管理費 194,193 

販売費及び一般管理費合計 390,537 

営業損失（△） △65,842 

営業外収益 

受取利息及び配当金 9,688 

為替差益 12,662 

その他 11,318 

営業外収益合計 33,670 

営業外費用 

支払利息 14,960 

その他 14,371 

営業外費用合計 29,331 

経常損失（△） △61,503 

特別利益 

投資有価証券売却益 1,026 

特別利益合計 1,026 

特別損失 

たな卸資産評価損 90,309 

投資有価証券評価損 4,362 

特別損失合計 94,672 

税引前四半期純損失（△） △155,149 

法人税、住民税及び事業税 5,314 

法人税等調整額 △43,144 

法人税等合計 △37,830 

四半期純損失（△） △117,319 
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(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 

税引前四半期純損失（△） △155,149 

減価償却費 225,478 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 521 

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,407 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,570 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,091 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,000 

受取利息及び受取配当金 △9,688 

支払利息 14,960 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △1,026 

たな卸資産評価損 90,309 

固定資産除却損 4,764 

投資有価証券評価損益（△は益） 4,362 

売上債権の増減額（△は増加） △164,655 

たな卸資産の増減額（△は増加） 164,326 

仕入債務の増減額（△は減少） △204,186 

その他 △15,761 

小計 △95,631 

法人税等の支払額 △92,300 

営業活動によるキャッシュ・フロー △187,932 

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 △257,049 

投資有価証券の取得による支出 △844 

投資有価証券の売却による収入 1,360 

利息及び配当金の受取額 9,688 

その他 △55,357 

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,202 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 350,000 

長期借入金の返済による支出 △111,130 

利息の支払額 △15,225 

配当金の支払額 △92,335 

自己株式の取得による支出 △858 

財務活動によるキャッシュ・フロー 130,450 

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,506 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △353,177 

現金及び現金同等物の期首残高 851,164 

現金及び現金同等物の四半期末残高 497,986 
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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。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
該当事項はありません。 

  

(千円） 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前事業年度末残高 2,531,828 2,290,473 1,169,955 △18,047 5,974,210

当第２四半期会計期間末までの変
動額

 剰余金の配当 △93,165 △93,165

 四半期純損失 △117,319 △117,319

 自己株式の取得 △858 △858

当第２四半期会計期間末までの変
動額合計

△210,484 △858 △211,343

当第２四半期会計期間末残高 2,531,828 2,290,473 959,470 △18,905 5,762,867
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「参考資料」

（要約）前中間損益計算書

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(千円)
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 4,092,867 100.0

Ⅱ 売上原価 3,426,324 83.7

   売上総利益 666,542 16.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 430,907 10.5

   営業利益 235,635 5.8

Ⅳ 営業外収益 20,208 0.5

Ⅴ 営業外費用 32,472 0.8

   経常利益 223,370 5.5

   税引前中間純利益 223,370 5.5

   法人税、住民税及び事業税 120,834

   法人税等調整額 △ 21,952 98,882 2.4

   中間純利益 124,488 3.0
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（要約）前中間キャッシュ・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（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前中間純利益 223,370

 ２ 減価償却費 164,120

 ３ 貸倒引当金の減少額 △ 1,549

 ４ 賞与引当金の増加額 13,539

 ５ 役員賞与引当金の減少額 △ 7,800

 ６ 退職給付引当金の増加額 11,635

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額 3,000

 ８ 受取利息及び受取配当金 △ 8,513

 ９ 支払利息 12,976

 10 固定資産廃棄損 3,504

 11 売上債権の減少額 57,841

 12 たな卸資産の増加額 △ 261,399

 13 仕入債務の減少額 △ 51,999

 14 その他 50,126

    小計 208,854

 15 法人税等の支払額 △ 97,344

   営業活動によるキャッシュ・フロー 111,510

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 120,583

 ２ 投資有価証券の取得による支出 △ 732

 ３ 利息及び配当金の受取額 8,513

 ４ その他 19

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 112,782

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借による収入 150,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △ 129,000

 ３ 利息の支払額 △ 13,153

 ４ 配当金の支払額 △ 92,259

 ５ その他 △ 2,179

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 86,592

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1,162

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 89,028

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 951,004

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 861,976
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当第２四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は平均販売価格によっております。 

２ 記載金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

当第2四半期累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 記載金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

当第2四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

   
 （注）１ 輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりであります。 

 
  ２ 記載金額には消費税等は含まれておりません。 

  ３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  ４ 主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりであります。 

6. その他の情報

(1) 生産実績

事業部門 生産高（千円）

電気・電子部門 3,554,420

超硬合金部門 201,709

合 計 3,756,130

(2) 受注実績

事業部門 受注高（千円） 受注残高（千円）

電気・電子部門 3,542,363 480,668

超硬合金部門 212,616 10,906

合 計 3,754,980 491,575

(3) 販売実績

事業部門 品  種 販売高（千円）

電気・電子部門

 タングステン 943,181

 モリブデン 1,640,331

タングステン・モリブデン部門 2,583,512

合金及び電気・電子部品部門 409,774

その他部門 542,409

電気・電子部門計 3,535,696

超硬合金部門 超硬合金部門 201,882

合  計 3,737,579

当第2四半期累計期間

輸出販売高（千円）
輸出割合
（％）

719,334 19.2

輸出先 当第2四半期累計期間

％

アジア 97.5

その他 2.5

合  計 100.0
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