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

22年3月期第3四半期 9,467 △41.5 300 86.6 368 104.2 162 62.3
21年3月期第3四半期 16,180 ― 161 ― 180 ― 100 ―

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3四半期 6.88 ―

21年3月期第3四半期 4.24 ―

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3四半期 20,905 4,395 21.0 186.12
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3四半期  4,395百万円 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

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

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  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 12,000 △34.6 290 ― 370 ― 160 ― 6.77
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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、5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につきましては、5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3四半期 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3四半期 82,832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3四半期 23,618,167株 21年3月期第3四半期 23,619,357株
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平成21年度第３四半期連結累計期間（４～12月期）は、欧米の金融危機対策や財政出動および中国等の

新興国の経済成長策が功を奏し、景気は順調に回復しつつあります。わが国でも景気は新興国向けの輸出

の増加に支えられ回復の度合いを強めております。しかし、一方で失業率の高止まり、消費の低迷、円

高、デフレ等のマイナス要因もあり予断を許さない状況が続いております。 

 伸銅業界全体の黄銅棒の生産量については、前連結会計年度末に半減していた生産量が徐々に回復し第

３四半期は前年同期の95％の水準にまで戻りました。建築関係の調整が長引いているものの自動車用部品

や電子部品等の回復で全体を通じ過度な在庫調整が終わり、今後も穏やかな回復が期待されます。 

 また、主要原料である銅の国際価格は中国等の需要増とファンド資金の流入により期初の＄ 4,000から

12月には＄ 7,350と80％程度上昇しております。この間の為替の動向は、期初の98円台から11月には一時

的に84円台まで進み現在は90円前後で推移しております。これらの要因により、黄銅棒の原料および販売

価格は期初に比べ６割程度上昇いたしました。 

 当社グループの第３四半期連結会計期間（10～12月）の業績につきましては、製品等の出荷量は前年同

四半期連結会計期間を8.7％上回り、製品価格も前年同四半期連結会計期間の92％まで回復したため、売

上高 4,125,055千円（前年同四半期連結会計期間比10,904千円増）、営業利益163,640千円（前年同四半

期連結会計期間比227,878千円増）、経常利益168,623千円（前年同四半期連結会計期間比228,733千円

増）となりました。売上高は前年同四半期連結会計期間並みに回復し収益面は第２四半期連結会計期間に

続き続伸しました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間（４～12月）の売上高は9,467,489千円と前年同四半期連結累計

期間比△41.5％まで回復しました。売上高の大幅な減少要因は、製品の出荷量と製品価格が回復途上にあ

るとはいえ、リーマン・ショック前の好調期を含む前年同四半期連結累計期間の水準と比較すると出荷量

で19.3％の減少、製品単価で27.5％の下落となっているためであります。 

 収益面については、生産量の大幅な減少に対し前連結会計年度の第４四半期から工場の操業短縮や人件

費・物件費の圧縮を徹底してきた効果が出たこと、半減していた受注の回復と原料価格の上昇に伴う原料

差益の増加等により、営業利益は 300,621千円（前年同四半期連結累計期間比139,538千円増）を計上い

たしました。 

 経常利益については、有価証券の利息や配当で66,247千円、操業短縮に伴う国の助成金28,710千円を受

取ったこと等が寄与し 368,849千円（前年同四半期連結累計期間比188,239千円増）となりました。その

一方で、環境対策引当金90,000千円と株式売却損24,294千円等で特別損失115,439千円を計上いたしまし

た。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の純利益は162,488千円（前年同四半期連結累計期間比62,391千

円増）と通期予想値（160,000千円）まで回復いたしました。 
  
事業の部門別売上高の業績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、前連結会計年度末の３月を底に販売数量および販売価格が月

を追って回復し、リーマン・ショック前の好調期を含む前年同四半期連結累計期間の水準と比較すると販

売数量は19.7％の減少、販売単価は27.1％の減少となりました。その結果、伸銅品の売上高は 8,438,363

千円（前年同四半期連結累計期間比 5,970,150千円減）と前年同四半期連結累計期間比41.4％の減少まで

回復しました。なお、前年第３四半期連結会計期間（10～12月）の実績と当第３四半期連結会計期間（10

～12月）の実績を比較すると販売数量では＋8.5％、販売単価では△6.1％、売上高では＋1.9％と同水準

まで回復しております。 

 主力製品である黄銅棒の販売数量は前年同期比19％程度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22％程度減少しました。電子素材のコネクター

線の販売数量は在庫調整の開始時期が早かったため前年同期比21％の減少ではありますが、足元ではフル

生産となっております。 
  

・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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（伸銅加工品部門） 

 伸銅加工品は、前連結会計年度は比較的堅調に推移いたしましたが、前連結会計年度の第４四半期に高

付加価値の切削品を中心に調整に入りその後底這いが続きました。販売数量は前年同四半期連結累計期間

比48.3％減少し製品価格も27.7％低下したため売上高は241,902千円と前年同四半期連結累計期間比

62.6％の大幅減少となりました。しかし在庫調整も９月にほぼ終了し、受注量は減少幅の半分程度まで回

復しております。 
  
（非鉄金属原料部門） 

 非鉄金属原料は、販売数量は前年同四半期連結累計期間比4.2％減少しました。非鉄金属原料価格も

27％値下がりしているため、売上高は 787,223千円と前年同四半期連結累計期間比30.0％減少いたしまし

た。 
  
  
  

当第３四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 1,349,572千円増加いたしました。流

動資産は、有価証券の購入および満期までの期間が１年未満となった有価証券を投資有価証券勘定から振

り替えたことから有価証券が 2,696,300千円増加し、また売上高の回復に伴い売上債権が1,115,885千円

増加しました。一方で、現金が有価証券の購入や原料価格の上昇による購入原材料費の上昇等で

1,616,229千円減少したこと等から差引 2,722,673千円増加いたしました。 

 固定資産は、有形固定資産で 249,855千円増加し、投資有価証券で 1,619,504千円減少したため差引 

1,373,101千円減少いたしました。なお、新工場関係の設備資産については建設仮勘定で 1,007,080千円

を計上いたしました。 

 負債では、流動負債が395,783千円増加しました。原料購入数量と購入価格の上昇により仕入債務が

391,242千円増加したためであります。また固定負債は521,268千円増加しました。増加運転資金に充当す

るため長期借入金が480,974千円増加し、環境対策引当金90,000千円を引当てたためであります。したが

って負債合計では917,051千円増加いたしました。 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べ 432,520千円増加し 4,395,524千円となりました。当第３四半期

連結累計期間において162,488千円の当期純利益を計上する一方で、株式市場の上昇に伴い保有株式の含

み損が39,186千円と、前連結会計年度末の含み損 298,681千円から 259,494千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、0.7％上昇し、21.0％になりました。 
  

当第３四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1,616,229千円減

少し 983,094千円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果使用した資金は前年同期比 3,064,238千円増加の755,166千円となりました。これは主

に、売上債権の 1,122,655千円の増加とたな卸資産の 556,748千円の増加および仕入債務の 391,242千

円の増加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 176,021千円増加の 1,495,648千円となりました。これは

主に、有価証券および投資有価証券の取得による支出 2,026,893千円および投資有価証券の売却による

収入 796,273千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 

 財務活動の結果得られた資金は前年同期比 1,475,036千円増加の 634,585千円となりました。これは

主に、長期借入れによる収入 1,050,000千円および長期借入金の返済による支出 676,678千円によるも

のであります。 
  

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
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業績予想につきましては、平成21年11月11日に公表いたしました平成22年３月期の連結業績予想と変

更はございません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したも

のであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
    

該当事項はありません。 
  

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出する方法によっております。 

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、前連結会計年度末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、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。 

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

 ①棚卸資産の評価方法

 ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,041,094 2,657,324

受取手形及び売掛金 4,367,653 3,251,767

有価証券 3,694,810 998,509

商品及び製品 279,146 224,679

仕掛品 601,285 316,419

原材料及び貯蔵品 726,403 508,987

繰延税金資産 47,794 72,454

その他 109,268 114,255

貸倒引当金 △1,517 △1,131

流動資産合計 10,865,939 8,143,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,061,025 1,060,715

減価償却累計額 △899,214 △888,002

建物及び構築物（純額） 161,810 172,713

機械装置及び運搬具 7,353,724 7,154,137

減価償却累計額 △6,456,948 △6,294,987

機械装置及び運搬具（純額） 896,775 859,150

土地 4,208,632 4,208,632

建設仮勘定 1,007,080 769,418

その他 368,367 370,931

減価償却累計額 △322,037 △310,073

その他（純額） 46,329 60,858

有形固定資産合計 6,320,628 6,070,772

無形固定資産   

ソフトウエア 212 398

施設利用権等 2,226 2,226

無形固定資産合計 2,438 2,624

投資その他の資産   

投資有価証券 1,523,504 3,143,009

長期未収入金 2,137,091 2,137,091

その他 62,083 64,564

貸倒引当金 △5,848 △5,063

投資その他の資産合計 3,716,830 5,339,601

固定資産合計 10,039,896 11,412,998

資産合計 20,905,836 19,556,264

日本伸銅株式会社（5753）　平成22年3月期　第３四半期決算短信

- 6 -



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 831,816 440,573

短期借入金 895,922 733,574

未払消費税等 1,747 37,507

未払費用 108,767 84,325

未払法人税等 19,057 6,384

賞与引当金 20,800 31,650

その他 139,004 287,315

流動負債合計 2,017,115 1,621,331

固定負債   

長期借入金 2,109,021 1,628,047

長期仮受金 583,071 639,977

退職給付引当金 225,202 248,796

役員退職慰労引当金 77,240 100,430

環境対策引当金 90,000 －

繰延税金負債 490,156 428,662

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 26,473 33,984

固定負債合計 14,493,196 13,971,928

負債合計 16,510,311 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 1,364,161 1,201,672

自己株式 △15,313 △15,198

株主資本合計 3,234,347 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 △33,289 △43,941

その他有価証券評価差額金 △39,186 △298,681

評価・換算差額等合計 1,161,176 891,030

純資産合計 4,395,524 3,963,003

負債純資産合計 20,905,836 19,556,264
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,180,189 9,467,489

売上原価 15,283,526 8,531,904

売上総利益 896,662 935,584

販売費及び一般管理費 735,579 634,963

営業利益 161,083 300,621

営業外収益   

受取利息 270 47,316

仕入割引 5,907 －

受取配当金 17,632 18,930

受取賃貸料 16,200 3,600

助成金収入 － 28,710

その他 6,174 4,865

営業外収益合計 46,185 103,423

営業外費用   

支払利息 18,401 26,362

売上割引 6,597 6,242

手形売却損 1,184 527

その他 476 2,063

営業外費用合計 26,659 35,196

経常利益 180,609 368,849

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 440

固定資産売却益 1,584 －

投資有価証券売却益 13,494 4,775

特別利益合計 15,078 5,216

特別損失   

固定資産除却損 3,147 144

投資有価証券売却損 － 24,294

投資有価証券評価損 28,600 －

ゴルフ会員権売却損 － 1,000

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 34,048 115,439

税金等調整前四半期純利益 161,639 258,626

法人税、住民税及び事業税 12,500 15,578

法人税等調整額 49,042 80,558

法人税等合計 61,542 96,137

四半期純利益 100,096 162,488
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,114,151 4,125,055

売上原価 3,947,648 3,742,241

売上総利益 166,503 382,814

販売費及び一般管理費 230,740 219,173

営業利益又は営業損失（△） △64,237 163,640

営業外収益   

受取利息 112 17,462

仕入割引 1,747 －

受取配当金 3,295 1,001

受取賃貸料 5,400 －

その他 798 293

営業外収益合計 11,354 18,757

営業外費用   

支払利息 4,819 9,556

売上割引 1,945 3,126

手形売却損 311 172

その他 150 919

営業外費用合計 7,226 13,774

経常利益又は経常損失（△） △60,109 168,623

特別利益   

貸倒引当金戻入額 700 440

投資有価証券売却益 － 4,775

特別利益合計 700 5,216

特別損失   

固定資産除却損 2,714 144

投資有価証券評価損 28,600 －

特別損失合計 31,314 144

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（△）

△90,724 173,695

法人税、住民税及び事業税 △41,835 13,418

法人税等調整額 21,316 57,532

法人税等合計 △20,519 70,951

四半期純利益又は四半期純損失（△） △70,205 102,743
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 161,639 258,626

減価償却費 195,753 190,957

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,817 1,170

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,708 △23,593

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,960 △23,190

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 △17,903 △66,247

仕入割引 △5,907 －

支払利息 18,401 26,362

売上割引 6,597 6,242

投資有価証券売却損益（△は益） △13,494 19,518

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 3,147 144

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 1,000

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 △1,122,655

たな卸資産の増減額（△は増加） 577,531 △556,748

仕入債務の増減額（△は減少） △479,882 391,242

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,082 △35,760

その他 33,488 70,215

小計 2,356,064 △772,714

利息及び配当金の受取額 17,903 47,409

利息の支払額 △17,924 △25,914

法人税等の支払額 △46,972 △3,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,309,071 △755,166

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 △48,000

定期預金の払戻による収入 48,000 48,000

有価証券の取得による支出 △399,628 △1,092,495

有価証券の償還による収入 － 400,000

有形固定資産の取得による支出 △154,399 △164,138

有形固定資産の売却による収入 3,000 37

投資有価証券の取得による支出 △576,002 △934,398

投資有価証券の売却による収入 63,092 796,273

保険積立金の積立による支出 △3,438 △2,991

保険積立金の解約による収入 4,150 2,224

ゴルフ会員権の売却による収入 － 1,000

収用に係る経費分による支出 △20,198 △56,905

収用に係る設備取得のための支出 △236,202 △444,255

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,319,626 △1,495,648
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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） △871,800 270,000

長期借入れによる収入 450,000 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △390,030 △676,678

リース債務の返済による支出 △5,121 △7,958

配当金の支払額 △23,307 △663

自己株式の取得による支出 △192 △114

財務活動によるキャッシュ・フロー △840,450 634,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148,994 △1,616,229

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 1,497,087 983,094
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第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）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

(1) 新工場建設関連のお知らせでありますが、新社屋・工場の建設は順調に進んでおります。今年の初夏

には機械設備の搬入組立てがスタートする予定であります。  

  

(2) 平成21年10月15日付の「連結子会社の合併に関するお知らせ」で情報公開いたしました100％子会社

日伸地金株式会社の大阪黄銅株式会社への吸収合併は平成22年１月８日付けで問題なく実施されまし

た。 

  

(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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