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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 16,221 ― 377 ― 343 ― 205 ―
20年3月期第3四半期 22,806 ― 647 ― 612 ― 359 ―

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3四半期 120.72 ―
20年3月期第3四半期 210.93 ―

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3四半期 10,479 3,060 29.2 1,795.91
20年3月期 12,055 2,989 24.8 1,754.03

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,060百万円 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） ――― ――― ――― 0.00 31.00

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 18,800 △35.6 170 △80.0 125 △84.4 75 △84.5 44.01

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3四半期  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3四半期  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3四半期  1,704,161株 20年3月期第3四半期  1,704,259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10月21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21年１月22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」をご参照下さい。 
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

　世界経済の急速な減速により、経営環境は厳しさを増しております。民間消費と設備投資の双方の需要が落ち込む

悪循環に陥っており、当社に関連する電子部品・自動車・電線業界においても、ほぼ全ての分野で受注が減少するな

ど本格的な回復見込みが予測しにくい状況です。

　電子機能材事業では、金属メッキ加工部門が売上高3,210百万円（前年同期3,388百万円）、加工売上高1,613百万円

（前年同期1,695百万円）となりました。主な向け先である自動車や精密コネクタ向けの製品が失速したことで、売上

高で前年同期比5.3％減、経営管理上の指標として使用している加工売上高では前年同期比4.8％減となりました。一

方、フィルム・特殊機能材部門は売上高393百万円（前年同期394百万円）、加工売上高304百万円（前年同期328百万

円）となりました。主力製品である自動車部品や高分子コンデンサ向けの特殊機能材が、最終製品の減産などもあり

伸び悩んでおります。

　電気機能線材事業（伸線加工部門）では売上高12,617百万円（前年同期19,023百万円）、加工売上高812百万円（前

年同期862百万円）となりました。2008年8月以降、原材料である銅の価格の下落が続いており、この部門の売上高は

前年同期に対して大きく減少しています。また、住宅や工場の建設の落ち込みから電線需要の不振が長引いており、

加工売上高においても前年同期に比べ減収となりました。

　当社全体としては、売上高16,221百万円（前年同期22,806百万円）、加工売上高2,710百万円（前年同期2,874百万

円）、営業利益377百万円（前年同期647百万円）、経常利益343百万円（前年同期612百万円）、四半期純利益205百万

円（前年同期359百万円）となりました。銅価格の下落による売上高の減少と受注減による加工売上高の伸び悩みに加

え、稼働率の低下などにより利益幅が押し下げられました。

 

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

平成21年３月期

第３四半期累計期間

平成20年３月期

第３四半期累計期間
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 3,603 22.2 3,782 16.6 △178 95.3

金属メッキ加工 3,210 19.8 3,388 14.9 △178 94.7

フイルム・特殊機能材 393 2.4 394 1.7 △0 99.9

電気機能線材事業 12,617 77.8 19,023 83.4 △6,406 66.3

合計 16,221 100.0 22,806 100.0 △6,584 71.1

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

平成21年３月期

第３四半期累計期間

平成20年３月期

第３四半期累計期間
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 1,918 70.8 2,023 70.4 △105 94.8

金属メッキ加工 1,613 59.5 1,695 59.0 △81 95.2

フイルム・特殊機能材 304 11.2 328 11.4 △23 92.8

電気機能線材事業 812 30.0 862 30.0 △49 94.3

研究開発 △20 △0.7 △11 △0.4 － －

合計 2,710 100.0 2,874 100.0 △163 94.3

 　　（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10,479百万円となり、前期末に比べ1,575百万円減少しました。これは、主に流動資産の減少1,511百

万円（受取手形及び売掛金1,779百万円、棚卸資産264百万円等）によるものです。負債合計は7,419百万円となり、

前期末に比べ1,646百万円減少しました。これは、主に流動負債の減少1,541百万円（買掛金980百万円、短期借入

金310百万円等）によるものです。

  株主資本は3,062百万円となり、前期末に比べ74百万円増加しました。これは、当第３四半期の利益累計から前

期末及び中間配当金を控除したことによる利益剰余金の増加74百万円によるものです。

－ 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、1,406百万円の収入となりました。これは、通常の営業活動による増加

の他に当第３四半期末が金融機関の休日のため、支払決済が１月にずれたことによる827百万円の支払減少による

増加が含まれます。投資活動に使用された支出は214百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出

213百万円によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純減310百万円及び社債・長期借

入金の返済222百万円並びに配当金の支払131百万円等により667百万円の支出となりました。

　以上の結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて524百万円増加し、808百万円と

なりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　最終製品の販売減少に伴い、当社に関連する市場において生産調整・在庫調整が急速に進んでいます。需要が急速

に冷え込んでいることから受注回復は極めて見込みにくい状況にあり、第４四半期は更に受注の落ち込みが予測され

ます。売上高については、受注が低迷していることに加え、特に伸線部門の原材料である銅の価格が大きく下落して

いることを受けて、想定銅ベースを600円/ｋｇから340円/ｋｇへと変更いたしました。費用面においては、引き続い

て原価低減活動を行うとともに経費の見直しや不要不急支出の削減など、より一層の効率化をすすめてまいります。

また、将来の成長に向けた人・設備・研究開発への投資の基本方針に変更はありませんが、優先順位を見極めたうえ

で一部計画については延期いたします。

　当事業年度内での受注回復は極めて見込みにくいこと、稼働率の低下により更に利益幅が押し下げられることなど

から、第４四半期の業績は厳しいことが予測され、通期の業績予想についても修正することといたしました。詳細に

ついては、平成21年１月22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。

 

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軽微であります。 

（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械及び装置については、法人税法の改正を契機として耐用年数の見直しを行った結果、当事業年度よ

り改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期

純利益は、それぞれ39,558千円減少しております。

－ 2 －



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 808,842 284,296

受取手形及び売掛金 4,822,932 6,601,951

原材料 251,651 309,273

仕掛品 195,864 403,985

貯蔵品 19,963 19,060

繰延税金資産 12,186 26,000

その他 43,674 21,990

流動資産合計 6,155,115 7,666,559

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 983,532 1,030,956

機械及び装置（純額） 1,158,654 1,216,927

土地 1,678,923 1,678,923

建設仮勘定 44,439 52,907

その他（純額） 207,086 137,380

有形固定資産合計 4,072,636 4,117,096

無形固定資産 57,716 66,406

投資その他の資産   

投資有価証券 18,366 28,929

繰延税金資産 159,579 158,565

その他 16,441 17,655

投資その他の資産合計 194,388 205,150

固定資産合計 4,324,741 4,388,653

資産合計 10,479,856 12,055,212



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 3,334,262 4,315,087

短期借入金 90,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 177,519 230,016

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 9,523 239,331

その他 289,711 258,498

流動負債合計 4,051,016 5,592,934

固定負債   

社債 1,325,000 1,400,000

長期借入金 1,630,000 1,725,000

長期未払金 36,522 40,580

退職給付引当金 192,510 179,093

役員退職慰労引当金 120,605 128,376

その他 63,681 －

固定負債合計 3,368,320 3,473,049

負債合計 7,419,336 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 1,548,637 1,474,126

自己株式 △369 △270

株主資本合計 3,062,888 2,988,476

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,368 752

評価・換算差額等合計 △2,368 752

純資産合計 3,060,520 2,989,229

負債純資産合計 10,479,856 12,055,212



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 16,221,430

売上原価 14,924,082

売上総利益 1,297,348

販売費及び一般管理費 919,725

営業利益 377,622

営業外収益  

受取利息 39

受取配当金 999

スクラップ売却益 2,676

その他 1,496

営業外収益合計 5,212

営業外費用  

支払利息 37,181

その他 1,992

営業外費用合計 39,174

経常利益 343,660

特別損失  

固定資産除却損 1,205

投資有価証券評価損 6,287

特別損失合計 7,492

税引前四半期純利益 336,168

法人税、住民税及び事業税 115,556

法人税等調整額 14,879

法人税等合計 130,436

四半期純利益 205,732



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 336,168

減価償却費 349,935

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,770

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,417

受取利息及び受取配当金 △1,039

投資有価証券評価損益（△は益） 6,287

支払利息 37,181

固定資産除却損 1,205

売上債権の増減額（△は増加） 1,779,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 264,840

仕入債務の増減額（△は減少） △980,825

その他 △23,769

小計 1,774,649

利息及び配当金の受取額 1,039

利息の支払額 △28,762

法人税等の支払額 △340,237

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,406,690

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 △925

有形固定資産の取得による支出 △213,817

無形固定資産の取得による支出 △400

その他 792

投資活動によるキャッシュ・フロー △214,350

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） △310,000

長期借入金の返済による支出 △147,497

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 △131,139

財務活動によるキャッシュ・フロー △667,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 524,545

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 808,842



　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等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高    

１．商品売上高 2,640,175   

２．製品売上高 20,165,968 22,806,144 100.0

Ⅱ　売上原価    

１．商品売上原価 2,622,465   

２．製品売上原価 18,669,125 21,291,591 93.4

売上総利益  1,514,552 6.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  866,827 3.8

営業利益  647,724 2.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 200   

２．受取配当金 1,188   

３．スクラップ売却益 1,970   

４．雑収入 1,923 5,282 0.0

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 21,714   

２．社債利息 16,477   

３．売上割引 2,465   

４．雑損失 130 40,787 0.1

経常利益  612,219 2.7

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 5 5 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 5,555 5,555 0.0

税引前四半期純利益  606,670 2.7

税金費用  247,185 1.1

四半期純利益  359,485 1.6

    

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 606,670

減価償却費 283,544

役員退職慰労引当金の減少額 △1,777

退職給付引当金の増加額 21,698

受取利息及び受取配当金 △1,389

支払利息 38,192

固定資産売却益 △5

固定資産除却損 5,555

売上債権の増加額 △627,738

たな卸資産の増加額 △149,324

仕入債務の増加額 2,704,784

その他 7,771

小計 2,887,981

利息及び配当金の受取額 1,389

利息の支払額 △37,452

法人税等の支払額 △197,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,654,590

  

－ 3 －



 
前年同四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

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 △904

有形固定資産の取得による支出 △534,428

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 △8,106

その他投資の減少額 1,253

投資活動によるキャッシュ・フロー △541,671

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純減少額 △220,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △171,247

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

自己株式の取得による支出 △154

配当金の支払額 △121,002

財務活動によるキャッシュ・フロー △491,462

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 1,621,456

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四半期末残高 1,909,890
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