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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 16,180 ― 161 ― 180 ― 100 ―

20年3月期第3四半期 19,309 △0.1 102 △72.3 105 △66.5 54 △83.2

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 4.24 ―

20年3月期第3四半期 2.59 ―

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 19,226 4,164 21.7 176.33
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3四半期  4,164百万円 20年3月期  4,314百万円

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  無  
 

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 ― 0.00 ― 1.00 1.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 18,500 △27.6 40 △76.7 60 △64.4 30 ― 1.27

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、4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） 

[（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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、そのた特記事項 
 （1） 平成20年11月10日に公表いたしました通期連結業績予想について本資料において修正しております。業績予想は業績予想は現時点で入手可能な情報に基づい
ておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項等につきま
しては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 「3. 連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 
 （2） 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）および「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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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 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3四半期 81,661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3四半期 23,619,357株 20年3月期第3四半期 20,958,405株
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平成21年 3月期の第１四半期は米国金融問題の悪化や原油等の資源価格高騰で世界的な景気の減速を

もたらしました。第２四半期に入り米国の金融危機が深刻化し 9月にはリーマンブラザーズが倒産する

等、欧米の金融機関の巨額損失発生に伴い資金流動性が麻痺する中で、世界中の株価や資源価格が下落

に転じ、実体経済の悪化が顕著になりました。  

 第３四半期は急速な信用収縮により世界的な株価の暴落と資源価格の急落が起りました。また、欧米

の金融危機が深刻化する中で比較的安全な円が買われ円高が急進し一時87円台を付けるなど、輸出主導

型の日本経済に大打撃を与え幅広い産業で予想を上回る業況の悪化が進みました。信用バブルの崩壊に

よる 100年に一度の世界同時大不況が本格的となり、先行きの見通しが立たない状況に直面しておりま

す。  

 伸銅業界につきましては、主要原料である銅の国内相場は、第１四半期は高値圏で一進一退しており

ましたが、 7月上旬に最高値を付け 9月には20％強下落し、第３四半期は更に急落し、12月末にはピー

ク時に比べ 3割の水準にまで低下しました。また、景気の悪化に伴う需要の減退により、第１～３四半

期までにおける伸銅業界の黄銅棒の生産・出荷量は前年同期比 1割程度減少いたしました。自動車関連

など全用途に亘り月を追って調整が深まっております。 

 当社グループにつきましては、当第２四半期連結累計期間の製品等の販売数量は前年同期比 2.1％の

増加、販売価格は原料費の下落等で前年同期比 7.7％弱減少し、売上高は前年同期比 5.7％減少いたし

ました。 

 しかし、当第３四半期は景気が急速に落込み、需要家の在庫調整が予想以上に広がり、当社グループ

の製品等の販売数量は前年同期比17.1％減少いたしました。販売価格も原料価格の急落により23.8％下

落したため、当第３四半期の連結ベースで、売上高は 4,114,151千円と前年同期を36.8％下回りまし

た。収益面は、販売数量の大幅な落込みと原料価格の下落による原料差損の発生等により販売マージン

が減少し製造・販売経費が賄えず、営業利益△64,237千円（前年同期比△21,096千円）、経常利益△

60,109千円（前年同期比△13,508千円）、四半期純利益△70,205千円（前年同期比△40,050千円）と損

失を計上いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 16,180,189千円と前年同期を16.2％下回る結果と

なりました。収益面につきましては、当第３四半期連結累計期間の営業利益は 161,083千円（前年同期

比58,248千円）、経常利益は 180,609千円（前年同期比75,010千円）、当期純利益 100,096千円（前年

同期比45,823千円）と前年同期比では回復いたしましたが、前述のとおり直近の業績は悪化しておりま

す。第４四半期に入り、役員報酬のカットおよび経費の削減や工場の操短を実施するなどの対策を実施

いたしておりますが、景気の底が見えず伸銅品の在庫調整が続くなど、更なる業績の悪化が予想されま

す。 

  

・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
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 当第３四半期連結累計期間の事業の種類別セグメントの状況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、景気の悪化に伴いユーザーの在庫調整が広がり販売数量が

前年同期比 5.3％減少いたしました。また、銅等の原料価格の大幅な下落により、販売単価は前年同期

比12.8％低下したため、売上高は 14,408,513千円（前年同期比△ 3,042,515千円）と17.4％減少いた

しました。販売数量については主力製品である黄銅棒ではカドミレス黄銅棒等の特殊品が堅調に推移し

ましたが、一般棒の減少が響き黄銅棒全体では 4.6％減少いたしました。黄銅線は前年同期比11.5％減

少しました。電子素材のコネクター線は前年同期比 5.8％減少いたしました。 

  

 （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堅調に推移し、販

売数量は前年同期比 1.9％増加しました。売上高は 646,304千円と前年同期比 8.0％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 9.7％増加しましたが販売価格が大幅に低下したため、売上高は 

1,125,370千円と前年同期比10.7％減少いたしました。 

  

※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。 

したがいまして、当第３四半期連結累計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の連結損益

計算書とでは、作成基準が異なるため前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ 1,418,637千円減少し、 

19,226,003千円となりました。主要原料である銅価格の大幅下落と需要減退により製品の売上高が大幅

に減少し、売掛債権が前連結会計年度末に比べ 1,908,092千円減少したこと等から流動資産は 

1,968,682千円の減少となりました。固定資産は前連結会計年度末に比べ 550,044千円の増加でありま

した。 

 負債合計は、原料の仕入価格が大幅に低下したこと等から前連結会計年度末に比べ 1,268,215千円減

少し、 15,061,479千円となりました。 

 また、純資産合計は前連結会計年度末に比べ 150,421千円減少し、 4,164,524千円となりました。当

第３四半期連結累計期間において四半期純利益を 100,096千円計上したこと、一方で、株式市場の大幅

下落に伴い保有株式の評価損が拡大し前連結会計年度末に比べ有価証券評価差額金△ 267,862千円を計

上したためであります。 

 以上により、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ 0.8％増加し、21.7％となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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 （キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は 1,497,087千円となりました。 

 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、主に売上債権の 1,900,310千円の減少と、棚卸資産の 

577,531千円の減少、また、仕入債務が 479,882千円減少したことにより 2,309,071千円の収入となり

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、主に投資有価証券の取得による支出 576,002千円と有価証券

の取得による支出 399,628千円があり、また、有形固定資産の取得による支出 154,399千円があったた

め 1,319,626千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△ 871,800千円、長期借入による

収入 450,000千円、長期借入金の返済による支出 390,030千円により、 840,450千円の支出となりまし

た。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績動向を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年11

月10日に公表いたしました平成21年 3月期の通期連結業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

 ①棚卸資産の評価方法 

 当第３四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、当第２四半期連結累計

期間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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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 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)を第１四半期連結会計期間から適用し

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、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、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86,874千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、当第３四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資

産に19,473千円計上されており、また損益に与える影響はありません。 

(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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,555,087 1,406,092

受取手形及び売掛金 6,439,631 8,347,723

有価証券 399,628 －

製品 306,650 441,366

商品 40,054 22,109

原材料 526,443 765,138

仕掛品 542,949 765,014

繰延税金資産 15,856 70,066

その他 204,353 182,071

貸倒引当金 △6,268 △6,514

流動資産合計 10,024,386 11,993,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,060,715 1,058,370

減価償却累計額 △884,070 △872,225

建物及び構築物（純額） 176,645 186,145

機械装置及び運搬具 7,148,937 7,092,206

減価償却累計額 △6,236,277 △6,111,056

機械装置及び運搬具（純額） 912,659 981,149

土地 4,208,632 4,189,581

建設仮勘定 367,635 13,965

その他 352,855 327,725

減価償却累計額 △304,017 △289,608

その他（純額） 48,837 38,116

有形固定資産合計 5,714,410 5,408,958

無形固定資産   

ソフトウエア 1,056 3,151

施設利用権等 2,226 2,226

無形固定資産合計 3,282 5,377

投資その他の資産   

投資有価証券 1,291,212 1,048,396

長期未収入金 2,137,091 2,137,091

その他 60,683 51,748

貸倒引当金 △5,063 －

投資その他の資産合計 3,483,924 3,237,236

固定資産合計 9,201,617 8,651,572

資産合計 19,226,003 20,644,640
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 759,048 1,244,838

短期借入金 978,599 1,833,686

未払消費税等 31,777 44,860

未払費用 109,533 117,269

未払法人税等 12,213 12,691

賞与引当金 23,180 64,100

その他 164,644 63,778

流動負債合計 2,078,996 3,381,224

固定負債   

長期借入金 616,692 573,435

長期仮受金 643,626 663,825

退職給付引当金 241,648 274,356

役員退職慰労引当金 96,160 108,120

繰延税金負債 469,847 436,702

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 22,477 －

固定負債合計 12,982,482 12,948,470

負債合計 15,061,479 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 1,306,261 1,229,783

自己株式 △15,198 △15,006

株主資本合計 3,176,562 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 41,130 △25

その他有価証券評価差額金 △286,822 △18,959

評価・換算差額等合計 987,961 1,214,668

純資産合計 4,164,524 4,314,945

負債純資産合計 19,226,003 20,644,640
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 16,180,189

売上原価 15,283,526

売上総利益 896,662

販売費及び一般管理費 735,579

営業利益 161,083

営業外収益  

受取利息 270

仕入割引 5,907

受取配当金 17,632

受取賃貸料 16,200

その他 6,174

営業外収益合計 46,185

営業外費用  

支払利息 18,401

売上割引 6,597

手形売却損 1,184

その他 476

営業外費用合計 26,659

経常利益 180,609

特別利益  

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 15,078

特別損失  

固定資産除却損 3,147

投資有価証券評価損 28,600

ゴルフ会員権評価損 2,300

特別損失合計 34,048

税金等調整前四半期純利益 161,639

法人税、住民税及び事業税 12,500

法人税等調整額 49,042

法人税等合計 61,542

四半期純利益 100,096
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,114,151

売上原価 3,947,648

売上総利益 166,503

販売費及び一般管理費 230,740

営業損失（△） △64,237

営業外収益  

受取利息 112

仕入割引 1,747

受取配当金 3,295

受取賃貸料 5,400

その他 798

営業外収益合計 11,354

営業外費用  

支払利息 4,819

売上割引 1,945

手形売却損 311

その他 150

営業外費用合計 7,226

経常損失（△） △60,109

特別利益  

貸倒引当金戻入額 700

特別利益合計 700

特別損失  

固定資産除却損 2,714

投資有価証券評価損 28,600

特別損失合計 31,314

税金等調整前四半期純損失（△） △90,724

法人税、住民税及び事業税 △41,835

法人税等調整額 21,316

法人税等合計 △20,519

四半期純損失（△） △70,205
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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３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 161,639

減価償却費 195,753

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,708

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,960

受取利息及び受取配当金 △17,903

仕入割引 △5,907

支払利息 18,401

売上割引 6,597

投資有価証券売却損益（△は益） △13,494

投資有価証券評価損益（△は益） 28,600

有形固定資産売却損益（△は益） △1,584

固定資産除却損 3,147

ゴルフ会員権評価損 2,300

売上債権の増減額（△は増加） 1,900,310

たな卸資産の増減額（△は増加） 577,531

仕入債務の増減額（△は減少） △479,882

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,082

その他 33,488

小計 2,356,064

利息及び配当金の受取額 17,903

利息の支払額 △17,924

法人税等の支払額 △46,972

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,309,071

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 △48,000

定期預金の払戻による収入 48,000

有価証券の取得による支出 △399,628

有形固定資産の取得による支出 △154,399

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 △576,002

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 △3,438

保険積立金の解約による収入 4,150

収用に係る経費分による支出 △20,198

収用に係る設備取得のための支出 △236,202

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,319,626
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） △871,800

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △390,030

リース債務の返済による支出 △5,121

配当金の支払額 △23,307

自己株式の取得による支出 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー △840,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148,994

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 1,497,087
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年 4月 1日 至 平成20年12月31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及び営

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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年 4月 1日 至 平成20年12月31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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年 4月 1日 至 平成20年12月31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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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（要約）前四半期連結損益計算書               

                                            （単位：千円）          

 
  

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                          （単位：千円） 

「参考」

科    目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 19,309,311

Ⅱ 売上原価 18,489,427

    売上総利益 819,883

Ⅲ 販売費及び一般管理費 717,048

    営業利益 102,835

Ⅳ 営業外収益 30,126

 １ 受取利息 14,229

 ２ 受取配当金 12,137

 ３ その他 3,759

Ⅴ 営業外費用 27,363

 １ 支払利息 26,191

 ２ 手形売却損 872

 ３ その他 299

    経常利益 105,598

Ⅵ 特別利益 2,110

 １ 貸倒引当金戻入額 2,110

Ⅶ 特別損失 1,373

 １ 固定資産売却損 195

 ２ 固定資産除却損 1,177

    税金等調整前四半期純利益 106,335

  法人税、住民税及び事業税 55,385

    過年度法人税等 1,412

  法人税等調整額 △ 4,734

  四半期純利益 54,273

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 958,663

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 227,558

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー 733,538

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 452,683

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 653,943
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