
平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成21年11月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 特殊電極株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 3437 URL http://www.tokuden.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 皆川 義晴

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 管理本部長 （氏名） 大野 昌克 TEL 06-6401-9421
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月8日

1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 3,226 △29.4 △44 ― △22 ― △34 ―

21年3月期第2四半期 4,573 ― 204 ― 211 ― 151 ―

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2四半期 △4.36 ―

21年3月期第2四半期 18.90 ―

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2四半期 6,157 3,352 54.5 418.60
21年3月期 6,940 3,417 49.2 426.61

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,352百万円 21年3月期  3,417百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00

22年3月期 ― 3.50

22年3月期 
（予想）

― 3.50 7.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無  
 

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 6,479 △12.3 △43 ― △5 ― △30 ― △3.82



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  有  
（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。 

(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、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。 

(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） 22年3月期第2四半期 8,010,000株 21年3月期  8,010,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 8,010,000株 21年3月期第2四半期 8,010,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は４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。 



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年の世界的金融危機に端を発した景気後退によって、設備投資

の抑制や雇用調整などが依然継続し、企業を取り巻く環境は厳しい情勢で推移してまいりました。 

当社におきましては、引き続き主要取引先である鉄鋼業界、自動車業界等の設備投資抑制策の影響により、受注

量が大きく減少して非常に厳しい状況となりました。 

このような状況の中にあって当社は、営業部門におきましては、得意先の深耕ときめ細かなサポートを進めると

ともに新規顧客の開拓に努め、受注獲得に鋭意努力してまいりました。 

生産工場及び工事工場におきましては、受注量の減少に伴い操業の一時停止等を余儀なくされた中、なお一層の

経費削減と業務の効率化に努めてまいりました。 

また、研究開発などの技術部門におきましては、現有技術の刷新と次世代を担う製・商品開発を加速させ、業績

に繋がる技術の開発を図ってまいりました。 

その結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,226百万円（前年同四半期比29.4％減）となりました。 

また、損益面におきましては、販売費及び一般管理費の削減に最大限の努力をいたしましたが、売上高の減少に

伴い、営業損失は44百万円（前年同四半期は204百万円の利益）、経常損失は22百万円（前年同四半期は211百万円の

利益）、四半期純損失は34百万円（前年同四半期は151百万円の利益）となりました。 

各品目別の事業の概況は、次のとおりであります。 

  

＜工 事 施 工＞ 

鉄鋼、自動車、建機産業等の大幅な減産体制の厳しい環境の中、現地機械加工工事は順調でしたが、設備保

全、ダイカスト関連、連鋳ロール、粉砕ミル、プラズマ粉体肉盛工事等、大半の工事受注が大幅に減少した結

果、売上高は1,825百万円（前年同四半期比25.6％減）となりました。 

  

＜溶 接 材 料＞ 

直販体制による販売の強化や新規案件の受注拡大に努めましたが、製造業の減産体制の影響を受け、当社の

主力製品である耐摩耗・耐腐食用溶接材料のフラックス入りワイヤの売上高は299百万円（前年同四半期比

30.4％減）、商品のアーク溶接棒、ＭＩＧ・ＴＩＧなどの溶接材料の売上高は377百万円（前年同四半期比

39.3％減）となり、溶接材料の合計売上高は677百万円（前年同四半期比35.7％減）となりました。 

  

＜トッププレート＞ 

鉄鋼、プラントメーカーほか幅広い業界に対して、徹底した品質管理のもとにコスト低減、納期の優位性を

生かした営業活動に努めましたが、業界全体の減産体制の影響により受注が減少した結果、売上高は494百万円

（前年同四半期比8.1％減）となりました。 

  

＜そ  の  他＞ 

自動車産業の減産体制の影響により、環境関連装置、Ｄ＆Ｈ商品、ダイカスト部品販売等の受注が大幅に減

少、さらに製造業の減産により化学薬品製造装置部材の受注も減少した結果、売上高は229百万円（前年同四半

期比56.6％減）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報



  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四半期会計期間末の総資産は、6,157百万円となり前事業年度末に比べ782百万円の減少となりました。 

  流動資産は、前事業年度末に比べて564百万円減少し4,241百万円となりました。これは主に、現金預金53百万円

が増加したものの、売上債権425百万円、たな卸資産200百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

  固定資産は、前事業年度末に比べて218百万円減少し1,916百万円となりました。これは主に、建物17百万円、機

械装置59百万円、有形リース資産9百万円、土地12百万円、ソフトウェア10百万円、投資有価証券100百万円がそれ

ぞれ減少したことによるものであります。 

  流動負債は、前事業年度末に比べて731百万円減少し1,843百万円となりました。これは主に、工事損失引当金23

百万円が増加したものの、仕入債務526百万円、未払金30百万円、設備関係支払手形50百万円、賞与引当金31百万

円、未払法人税等104百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

  固定負債は、前事業年度末に比べて12百万円増加し961百万円となりました。これは、リース債務9百万円が減少

したものの、退職給付引当金14百万円、役員退職慰労引当金7百万円の増加によるものであります。 

  純資産は、前事業年度末に比べて64百万円減少し3,352百万円となりました。これは主に、当第2四半期累計会計

期間の四半期純損失34百万円の計上、配当金の支払28百万円があったことによるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ53百万円増加し、1,193百万円と

なりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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・フローにつきましては、税引前四半期純損失37百万円に、賞与引当金の減少31百万

円、仕入債務の減少526百万円、未払金の減少30百万円、法人税等の納税105百万円などの資金減少要因があったも

のの、減価償却費の計上122百万円、工事損失引当金の増加23百万円、退職給付引当金の増加14百万円、固定資産

減損損失の計上12百万円、売上債権の減少425百万円、たな卸資産の減少200百万円があり、62百万円の収入（前年

同四半期比165百万円増）となりました。 

（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・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出67百万円がありましたが、

投資有価証券の売却による収入100百万円により、29百万円の収入（前年同四半期比185百万円増）となりました。

（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・フローにつきましては、リース債務の返済による支出10百万円、配当金の支払によ

る支出28百万円により、38百万円の支出（前年同四半期比99百万円減）となりました。  

  

 平成22年３月期通期の業績予想につきましては、顧客需要の回復が一部に見受けられるようになりましたが、取引

先の設備投資動向が依然として不透明な状況にあって、今後も厳しい経営環境が続くと想定され急激な改善が見込め

ないことから、平成21年５月15日に公表しました業績予想を修正いたします。 

詳細は、平成21年11月２日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、配当予想の変更はありません。 

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



① たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。  

② 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期会計期間より適用し、第１四半

期会計期間の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約において当第２四半期会計期間末までの進

捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の売上高は 千円増加し、営業損失、経常損失は、それぞれ

千円減少しており、税引前四半期純損失は、 千円減少しております。 

② 表示方法の変更 

（四半期貸借対照表関係）  

１． 前第２四半期累計期間において、「設備関係支払手形」は流動負債に区分掲記しておりましたが、

負債及び純資産の合計額の１/100以下となったため、当第２四半期累計期間では「支払手形及び買掛

金」に含めて表示しております。なお、当第２四半期累計期間の「支払手形及び買掛金」に含まれる

「設備関係支払手形」の金額は 千円であります。 

２． 前第２四半期累計期間において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「役員退職慰

労引当金」は、負債及び純資産の合計額の１/100を超えたため、当第２四半期累計期間では区分掲記

することとしました。なお、前第２四半期累計期間の固定負債の「その他」に含まれる「役員退職慰

労引当金」は 千円であります。 

（工事損失引当金） 

 第１四半期会計期間より、工事進行基準の適用を契機として、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合

理的に見積もることができる半成工事が認識されたため、損失見込額を工事損失引当金として計上しておりま

す。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ 千

円増加しております。 

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

12,637

5,406 8,347

7,709

51,684

（３）追加情報

23,649



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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 676,775 783,724

受取手形及び売掛金 1,969,860 2,395,585

有価証券 516,766 356,417

商品及び製品 630,530 676,091

半成工事 206,519 351,386

原材料及び貯蔵品 106,719 109,521

その他 137,519 137,225

貸倒引当金 △3,587 △4,269

流動資産合計 4,241,105 4,805,682

固定資産   

有形固定資産 1,604,617 1,719,014

無形固定資産 92,641 104,051

投資その他の資産 218,900 311,345

固定資産合計 1,916,159 2,134,411

資産合計 6,157,264 6,940,094

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,290,865 1,867,497

短期借入金 330,000 330,000

未払法人税等 7,789 111,815

賞与引当金 58,694 90,158

工事損失引当金 23,649 －

その他 132,139 174,913

流動負債合計 1,843,137 2,574,385

固定負債   

退職給付引当金 378,565 364,227

役員退職慰労引当金 64,303 －

その他 518,263 584,341

固定負債合計 961,132 948,568

負債合計 2,804,270 3,522,953

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,812 484,812

資本剰余金 394,812 394,812

利益剰余金 2,472,120 2,535,042

株主資本合計 3,351,745 3,414,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,249 2,472

評価・換算差額等合計 1,249 2,472

純資産合計 3,352,994 3,417,140

負債純資産合計 6,157,264 6,940,094



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,573,606 3,226,833

売上原価 3,495,246 2,516,455

売上総利益 1,078,360 710,377

販売費及び一般管理費 873,526 755,280

営業利益又は営業損失（△） 204,833 △44,903

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,794 1,101

雇用安定助成金 － 21,983

スクラップ売却収入 2,917 937

その他 4,702 3,454

営業外収益合計 11,414 27,477

営業外費用   

支払利息 4,069 3,006

工場移転費用 － 1,916

その他 637 615

営業外費用合計 4,707 5,538

経常利益又は経常損失（△） 211,540 △22,964

特別利益   

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 2,941

貸倒引当金戻入額 － 666

固定資産売却益 1,789 －

退職給付制度改定益 43,003 －

特別利益合計 44,793 3,607

特別損失   

固定資産除却損 868 5,189

減損損失 － 12,814

特別損失合計 868 18,004

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 255,465 △37,361

法人税、住民税及び事業税 48,590 3,030

法人税等調整額 55,487 △5,503

法人税等合計 104,077 △2,473

四半期純利益又は四半期純損失（△） 151,388 △34,887



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,382,325 1,472,946

売上原価 1,847,766 1,193,467

売上総利益 534,559 279,479

販売費及び一般管理費 413,320 367,156

営業利益又は営業損失（△） 121,238 △87,677

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,611 314

雇用安定助成金 － 11,857

スクラップ売却収入 1,805 377

その他 2,380 1,170

営業外収益合計 5,797 13,720

営業外費用   

支払利息 2,001 1,218

工場移転費用 － 309

その他 317 307

営業外費用合計 2,318 1,835

経常利益又は経常損失（△） 124,716 △75,792

特別利益   

固定資産売却益 1,762 －

貸倒引当金戻入額 － 666

特別利益合計 1,762 666

特別損失   

固定資産除却損 833 344

減損損失 － 12,814

特別損失合計 833 13,158

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 125,645 △88,284

法人税、住民税及び事業税 △9,380 △38,890

法人税等調整額 60,178 15,601

法人税等合計 50,798 △23,288

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,847 △64,996



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

255,465 △37,361

減価償却費 123,937 122,637

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,700 △682

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,926 △31,464

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 23,649

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,118 7,451

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,735 14,338

受取利息及び受取配当金 △3,794 △1,101

支払利息 4,069 3,006

有形固定資産売却損益（△は益） △1,789 －

有形固定資産除却損 868 5,189

減損損失 － 12,814

売上債権の増減額（△は増加） △144,615 425,724

前渡金の増減額（△は増加） △3,339 △3,498

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,920 200,254

仕入債務の増減額（△は減少） 126,839 △526,072

未払金の増減額（△は減少） △61,908 △30,757

未払費用の増減額（△は減少） △5,541 △3,721

その他 △9,564 △11,566

小計 50,863 168,840

利息及び配当金の受取額 4,700 1,689

利息の支払額 △4,128 △2,982

法人税等の支払額 △152,903 △105,245

長期預り金の返還による支払額 △1,430 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,898 62,302

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 △1,748 △1,536

投資有価証券の売却による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △238,914 △67,214

有形固定資産の売却による収入 11,071 －

無形固定資産の取得による支出 △26,211 △1,511

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,803 29,737

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 100,000 －

リース債務の返済による支出 △10,925 △10,603

配当金の支払額 △28,035 △28,035

財務活動によるキャッシュ・フロー 61,039 △38,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,661 53,401

現金及び現金同等物の期首残高 1,239,273 1,140,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,041,611 1,193,542



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（役員の異動）  

 取締役柴﨑泰志氏は、平成21年９月30日付をもって取締役を退任いたしました。 

  

（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

６．その他の情報
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