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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,271 △63.8 16 △83.3 57 △45.5 △54 ―

21年3月期第1四半期 6,267 ― 96 ― 106 ― 95 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.30 ―

21年3月期第1四半期 4.04 ―

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

22年3月期第1四半期 19,832 4,228 21.3 179.05
21年3月期 19,556 3,963 20.3 167.79

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,228百万円 21年3月期  3,963百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

5,000 △58.6 70 △68.8 130 △45.8 10 △94.1 0.42

通期 11,000 △40.0 140 ― 240 801.1 80 ― 3.39
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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. その他をご覧下さい。］ 

(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） 

(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、その他特記事項 

 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・財務情報】 3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さ
い。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 23,700,000株 21年3月期 23,700,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 81,661株 21年3月期 81,661株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 23,618,339株 21年3月期第1四半期 23,619,902株
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平成21年度第１四半期は、欧米の金融危機対策による流動性の回復や中国の大規模な財政出動による成

長率の下支え等が好感され、世界的大不況からの回復の兆しが顕著となりました。わが国では景気の急激

な落込みが３月で底を打ったと報じられ、第１四半期は徐々に景気が回復しつつある情勢でありますが、

２番底の懸念も残っております。 

 伸銅業界全体の黄銅棒の生産量につきましては、３月には半減していた生産量が徐々に回復し６月には

前年の７割弱の水準にまで戻りました。水栓等の調整が長引いているものの自動車関連部品の増加等で全

体を通じ過度な在庫調整が終わりつつあります。今後も穏やかに回復して行くことが期待されます。 

 また、主要原料である銅の国際価格は３／末の＄4,000から６／末には＄5,000に上昇しました。この間

の為替は90円台後半で推移いたしましたので、第１四半期の伸銅品の原料および販売価格は上昇傾向で推

移いたしました。 

 当社グループにつきましては、製品等の販売量は前年同期比39.2％減少いたしました。また、銅等の原

料価格が半減したため、製品等の販売単価は40.4％減少いたしました。それらの要因により売上高は、

2,271,496千円と前年同期を63.8％下回る結果となりました。 

 収益面につきましては、生産・出荷量の大幅な減少に対し、工場の操業短縮や人件費・物件費の節減を

徹底した効果が出て、営業利益は16,152千円（前年同期比△80,410千円）と前年度第４四半期の△

175,681千円からは大幅に回復いたしました。 

 経常利益については、57,806千円（前年同期比△48,285千円）となりました。前年度第４四半期の△

153,975千円からは大幅に回復いたしました。経常利益の増加要因は営業外損益の黒字が41,653千円（前

年同期比32,124千円増）に拡大したためであります。増加の内訳は、前期から実施している余裕資金の運

用により受取利息および配当金が16,240千円増加したこと、および工場操業短縮に伴う助成金19,325千円

の受入であります。 

 その一方で、特別損益で赤字が112,529千円発生いたしました。その内訳は株式売却損22,721千円およ

び将来のＰＣＢの廃棄処理費用を環境対策引当金として90,000千円計上したためであります。 

 その結果、当第１四半期は54,313千円の純損失（前年同期比△149,826千円）となりましたが、前年度

第４四半期の純損失104,588千円からは改善いたしました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  （伸銅品部門） 

景気急落後の影響を受け当社グループの主力製品である伸銅品は販売数量が前年同期比40.4％減少しま

した。また、非鉄原料価格の国際相場の大幅下落と円高により、原料の国内価格が前年度第４四半期より

は回復したものの前年同期比では６割程度の水準にあることから、伸銅品販売単価は前年同期比40.5％低

下しました。その結果、伸銅品の売上高は1,996,277千円（前年同期比△3,634,884千円）と前年同期比

64.5％減少いたしました。ただし、景気の底であった前年度第４四半期よりは6.7％改善いたしておりま

す。 

 主力製品である黄銅棒の販売数量は前年同期比４割減少する中でカドミレス黄銅棒等の特殊品もさえな

い動きでありました。黄銅線の販売数量は前年同期比36.7％減少しました。電子素材のコネクター線の販

売数量は前年同期比59.6％減少となったものの、在庫調整の開始が早かったためもあり、受注は月を追っ

て回復しております。 
  

 （伸銅加工品部門） 

伸銅加工品は、前年度は比較的堅調に推移いたしましたが、前年度第４四半期に高付加価値の切削品を

中心に調整が入り現在も底這いが続いております。そのため、販売数量は前年同期比52.0％減少し、売上

高は63,978千円と前年同期比29.3％の水準まで低下いたしました。 
  

 （非鉄金属原料部門） 

非鉄金属原料は、販売数量は前年同期比88.9％水準に止まりました。売上高は211,240千円と前年同期

比49.5％減少いたしました。 
  

・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１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ276,640千円増加いたしました。 

 製品販売量の低下に伴い売掛債権が前連結会計年度末に比べ806,303千円減少したこと等から流動資

産は288,867千円減少いたしましたが、固定資産は有形固定資産で107,201千円および投資有価証券で

457,777千円増加したこと等から565,507千円増加いたしました。 

 負債では、流動負債が7,167千円減少いたしましたが、固定負債で環境対策引当金90,000千円を引当

てたため同負債が18,039千円増加し、負債合計では10,871千円の増加となりました。 

 また、純資産合計は前連結会計年度末に比べ265,768千円増加いたしました。当第１四半期連結会計

期間において54,313千円の四半期純損失を計上する一方で、株式市場の上昇に伴い保有株式の評価損が

1,836千円と、前連結会計年度末に比べ296,844千円改善したことが主要因であります。 

 以上により、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.0％上昇し、21.3％になりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ183,847千円増

加し2,783,171千円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は前年同期比338,294千円増加の822,997千円となりました。これは主

に、売上債権の805,053千円の減少と、たな資産が142,805千円増加したことによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は前年同期比545,916千円増加の560,766千円となりました。これは主

に、投資有価証券の取得による支出 1,093,453千円および投資有価証券の売却による収入 713,423千円

によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は前年同期比428,627千円減少の78,383千円となりました。これは主

に、短期借入金の純増減額および長期借入金の返済による支出 325,713千円によるものであります。 
  

当第１四半期連結会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21年５

月13日に公表いたしました平成22年３月期の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「特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
    

該当事項はありません。 
  

 ①棚卸資産の評価方法 

当第１四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、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
  
 ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想

を利用する方法によっております。 
  

該当事項はありません。 
  

収用に伴う新工場移転作業の進展に伴い、移転資産の精査を行った結果、当第１四半期より「ポリ塩

化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づくＰＣＢ処理費用等の発生見込額

を合理的に見積もれることとなったため環境対策引当金として計上いたしました。 

 この結果、当該引当金繰入額90,000千円を特別損失として計上いたしました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

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

(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

 （追加情報）
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,841,171 2,657,324

受取手形及び売掛金 2,445,464 3,251,767

有価証券 1,197,761 998,509

商品及び製品 219,997 224,679

仕掛品 585,997 316,419

原材料及び貯蔵品 386,897 508,987

繰延税金資産 57,540 72,454

その他 120,508 114,255

貸倒引当金 △939 △1,131

流動資産合計 7,854,398 8,143,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,060,715 1,060,715

減価償却累計額 △891,629 △888,002

建物及び構築物（純額） 169,086 172,713

機械装置及び運搬具 7,172,676 7,154,137

減価償却累計額 △6,343,535 △6,294,987

機械装置及び運搬具（純額） 829,141 859,150

土地 4,208,632 4,208,632

建設仮勘定 914,848 769,418

その他 371,181 370,931

減価償却累計額 △314,916 △310,073

その他（純額） 56,265 60,858

有形固定資産合計 6,177,974 6,070,772

無形固定資産   

ソフトウエア 315 398

施設利用権等 2,226 2,226

無形固定資産合計 2,541 2,624

投資その他の資産   

投資有価証券 3,600,786 3,143,009

長期未収入金 2,137,091 2,137,091

その他 68,329 64,564

貸倒引当金 △8,217 △5,063

投資その他の資産合計 5,797,990 5,339,601

固定資産合計 11,978,505 11,412,998

資産合計 19,832,904 19,556,264
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 511,033 440,573

短期借入金 693,688 733,574

未払消費税等 16,525 37,507

未払費用 143,340 84,325

未払法人税等 2,964 6,384

賞与引当金 10,800 31,650

その他 235,812 287,315

流動負債合計 1,614,164 1,621,331

固定負債   

長期借入金 1,592,220 1,628,047

長期仮受金 630,869 639,977

退職給付引当金 251,659 248,796

役員退職慰労引当金 73,020 100,430

環境対策引当金 90,000 －

繰延税金負債 428,772 428,662

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 31,395 33,984

固定負債合計 13,989,967 13,971,928

負債合計 15,604,132 15,593,260

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 1,147,358 1,201,672

自己株式 △15,198 △15,198

株主資本合計 3,017,660 3,071,973

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 △20,704 △43,941

その他有価証券評価差額金 △1,836 △298,681

評価・換算差額等合計 1,211,112 891,030

純資産合計 4,228,772 3,963,003

負債純資産合計 19,832,904 19,556,264
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,267,700 2,271,496

売上原価 5,916,514 2,048,387

売上総利益 351,185 223,108

販売費及び一般管理費 254,623 206,956

営業利益 96,562 16,152

営業外収益   

受取利息 52 12,491

仕入割引 2,120 －

受取配当金 10,666 14,468

助成金収入 － 19,325

その他 6,261 5,125

営業外収益合計 19,100 51,409

営業外費用   

支払利息 6,688 8,481

売上割引 2,210 1,096

手形売却損 397 152

その他 275 25

営業外費用合計 9,571 9,755

経常利益 106,091 57,806

特別利益   

貸倒引当金戻入額 808 192

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 15,886 192

特別損失   

固定資産除却損 433 －

投資有価証券売却損 － 22,721

ゴルフ会員権評価損 2,300 －

環境対策引当金繰入額 － 90,000

特別損失合計 2,733 112,721

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

119,245 △54,723

法人税、住民税及び事業税 16,514 1,077

法人税等調整額 7,216 △1,487

法人税等合計 23,731 △410

四半期純利益又は四半期純損失（△） 95,513 △54,313
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

119,245 △54,723

減価償却費 63,452 57,101

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,216 2,961

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,915 2,862

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,760 △27,410

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 90,000

受取利息及び受取配当金 △10,719 △26,959

仕入割引 △2,120 －

支払利息 6,688 8,481

売上割引 2,210 1,096

投資有価証券売却損益（△は益） △13,494 22,721

有形固定資産売却損益（△は益） △1,584 －

固定資産除却損 433 －

ゴルフ会員権評価損 2,300 －

売上債権の増減額（△は増加） 275,013 805,053

たな卸資産の増減額（△は増加） △131,860 △142,805

仕入債務の増減額（△は減少） 121,413 70,459

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,794 △20,982

その他 104,970 30,494

小計 495,525 818,352

利息及び配当金の受取額 10,719 17,510

利息の支払額 △6,573 △8,917

法人税等の支払額 △14,968 △3,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 484,702 822,997

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 △13,000 △13,000

定期預金の払戻による収入 13,000 13,000

有形固定資産の取得による支出 △68,054 △101,067

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 △1,667 △1,093,453

投資有価証券の売却による収入 63,092 713,423

保険積立金の積立による支出 △69 －

収用に係る経費分による支出 △11,150 △9,107

収用に係る設備取得のための支出 － △70,560

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,849 △560,766
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） △511,800 －

長期借入れによる収入 150,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △121,675 △325,713

リース債務の返済による支出 △1,560 △2,652

配当金の支払額 △21,975 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △507,010 △78,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,157 183,847

現金及び現金同等物の期首残高 1,348,092 2,599,324

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,310,935 2,783,171
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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、営業

利益及び全セグメントの資産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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

当社及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。 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

新工場建設関連のお知らせでありますが、去る７月27日に新工場用地において地鎮祭を執り行ないまし

た。８月中に建築着工の予定であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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