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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 34,450 △19.3 3,392 ― 3,407 ― 2,650 ―

21年3月期 42,689 △17.7 △1,244 ― △1,449 ― △2,330 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 341.12 ― 27.9 16.0 9.8
21年3月期 △299.73 ― △25.0 △5.4 △2.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 24,077 10,877 45.2 1,400.20
21年3月期 18,588 8,139 43.8 1,047.10

（参考） 自己資本   22年3月期  10,877百万円 21年3月期  8,139百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △664 △550 1,152 177
21年3月期 12,811 △992 △11,934 238

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.00 ― 2.50 6.50 50 ― 0.5
22年3月期 ― 2.00 ― 4.50 6.50 50 1.9 0.5

23年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 8.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

20,600 56.2 600 △51.7 600 △53.9 360 △72.4 46.34

通期 41,200 19.6 1,200 △64.6 1,200 △64.8 720 △72.8 92.68



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、12ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 7,903,000株 21年3月期 7,903,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  134,589株 21年3月期  129,890株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 34,548 △17.9 3,413 ― 3,458 ― 2,702 ―

21年3月期 42,086 △18.4 △1,113 ― △1,224 ― △2,130 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 347.85 ―

21年3月期 △274.09 ―

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 24,365 11,014 45.2 1,417.87
21年3月期 18,241 8,229 45.1 1,058.71

（参考） 自己資本 22年3月期  11,014百万円 21年3月期  8,229百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果と
なる可能性があります。業績予想に関する事項については、３ページを参照して下さい。 

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 
累計期間

20,300 53.2 600 △54.2 600 △56.3 360 △73.8 46.34

通期 40,600 17.5 1,200 △64.9 1,200 △65.3 720 △73.4 92.68



(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況  

 当期におけるわが国経済は、2008年秋のリーマン・ショック後の急激な落ち込みからの回復過程にありました。エ

コポイントなど消費を刺激する政策の効果や新興国需要が、デフレスパイラルの深刻化の回避に寄与したものの、そ

れでも物価は下落し、失業率は高いままに推移しました。このため、景気の本格的な回復に欠かせない設備投資や住

宅着工は、回復軌道に乗りませんでした。また、エネルギー価格は比較的安定していましたが、資源価格は再び上昇

に転じました。 

 当社グループの主力製品である黄銅製品の業界では、期首には需要が半減し、各社とも雇用調整助成金を受給する

状況下、同業の京都ブラス株式会社が廃業しました。その後、需要は漸増して、期末には危機前の９割弱の水準にま

で回復しました。 

 このような経営環境のもとで、当社グループは、まず、収益力を強化するため、高岡、砺波、新日東の３工場間で

の 適分業体制を構築すべく、お客様の了解を得ながら生産品種の移行を行うと共に、設備の移設、社員の 適配置

などを完了しました。また、優秀な新規学卒者の採用に注力すると同時に、採用した若手社員を早期育成するため外

部の専門家を顧問やコンサルタントとして活用しました。それから、国際相場商品で当社グループが原料として使用

している銅の価格が上昇し、保有する棚卸資産を販売した際に多額の原料相場差益が発生しました。そのほか、当社

グループの各セグメントは、次のとおり対処しました。 

黄銅棒・線事業 

 黄銅棒・線事業では、まず、黄銅棒を生産する砺波工場は業容拡大に備え、原料の受け入れ能力を増強・効率化す

るため、原料トラック待機場や原料トラック専用門を整備し、原料管理センターを設置しました。また、黄銅線を生

産する高岡工場では、製品の付加価値を高めるため、コネクタ線や錫リフローめっき線の増産に努めました。販売量

は、６万6,063トン（前年同期比0.4％減少）となり、売上高は318億30百万円（同19.9％減少）となりました。 

精密部品事業 

 精密部品事業では、業容の拡大に対応するため、新工場を建設するべく隣接地の購入交渉などに注力しました。売

上高は26億19百万円（同11.4％減少）となりました。 

  

 この結果、連結売上高は344億50百万円（同19.3％減少）となり、連結経常利益は34億７百万円、連結当期純利益

は26億50百万円となりました。配当金につきましては、１株当たり6.5円（中間配当２円、期末配当4.5円）とさせて

いただきたく存じます。 

 なお、所在地別セグメント情報につきましては、重要性が無いため、記載を省略いたします。    

      

②次期の見通し     

 次期の見通しといたしましては、リーマン・ショック以降、各国が同時に財政出動することにより世界景気を下支

えしてきた国際協調体制は、ギリシャなど各国の財政危機が顕在化する中でその限界を露呈しつつあり、今後、各国

が出口戦略を模索する一方で、景気の２番底が懸念されています。 

 当社グループといたしましては、銅の価格が乱高下した場合に被る原料相場差損益のリスクをヘッジするため、銅

の先物取引を行う所存です。また、新興国向け需要を取り込むため、中国の広州に出店します。さらに、製品の付加

価値を増大するため、新プレシジョン工場を建設します。  

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、売上債権の増加などにより、前連結会計年度末に比べ54億88百万円増加

し、240億77百万円となりました。 

 負債につきましては、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ27億50百万円増加し、131億99百万

円となりました。 

 純資産につきましては、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ27億38百万円増加し、108億77百

万円となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益を33億69百万

円計上しましたが、売上債権の増加、有形固定資産の取得による支出等の要因により、前連結会計年度末に比べ60百

万円減少し、当連結会計年度末には１億77百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

１．経営成績



  （営業活動によるキャッシュ・フロー）          

 営業活動により使用した資金は６億64百万円（前年同期比134億76百万円収入の減少）となりました。これは主に

税金等調整前当期純利益33億69百万円、減価償却費８億18百万円、売上債権の増加46億42百万円等によるものです。

    （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５億50百万円（同４億41百万円支出の減少）となりました。これは主に有形固定資

産の取得等によるものです。 

    （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11億52百万円（同130億87百万円収入の増加）となりました。これは主に短期借入

金の借り入れ等によるものです。 

  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移          

自己資本比率：自己資本／総資産           

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債率：有利子負債／キャッシュ・フロー       

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い       

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。       

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。      

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。       

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は利益配分につきましては、業績に応じた適正な利益配分を安定的に行なうことを基本方針としております。

このことは、当社の関係するすべてのステークホルダーの長期的な利益とも合致するものと認識しております。 

 株主配当につきましては、自己資本比率の向上を図りつつ、業績に応じた配当を行うよう 大限の努力をいたす所

存であります。 

 当期は、第３四半期以降、工場の稼働率も漸増・安定しつつありますので、半期としては過去 高となる１株当た

り4.5円の期末配当（中間配当２円と合わせて合計6.5円）を実施します。また、次期につきましては、中間配当４

円、期末配当４円、合計８円を予定いたしております。 

(4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成21年６月23日提出）における「事業等のリスク」から新たに顕在化したリスクはない

ため開示を省略します。  

  

 近の有価証券報告書（平成21年６月23日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」から重要な変更が

ないため開示を省略しています。  

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、産業の基礎素材である黄銅製品の供給を通じて、顧客が求める「いいものを、安く、早く、たく

さん生産する」ことで、社会に貢献することを、経営の基本方針としています。  

(2）目標とする経営指標 

①黄銅棒・黄銅線・精密部品の各生産量が前年と比較して常に増加することを目指します。 

②当社（子会社を除く）社員一人当たり経常利益300万円以上を目指します。 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  47.3  32.0  30.1  43.8  45.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 34.2  20.3  16.8  23.0  18.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 －  －  210.2  0.6  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  －  0.3  73.5  －

２．企業集団の状況

３．経営方針



(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、現在、日本 大の黄銅棒メーカーであると同時に、日本 大の黄銅線メーカーです。今後はスケ

ールメリットを追求するだけでなく、このトップシェアにふさわしい、ブランドイメージの定着による、他社との差

別化を目指します。 

 具体的には、黄銅棒部門では、環境に配慮した鉛レスやカドミウムレスの高付加価値新合金を、BZシリーズとして

品揃えし、用途に合わせて、給水用のBZ3、自動車・家電用のBZ5、ステンレス代替材用のBZ７として生産、販売に注

力して参ります。 

 また、黄銅線部門では、付加価値が高く、しかも、他メーカーが容易に生産できないほど生産難度の高いリン青銅

線や、錫リフローめっき黄銅線などの特殊材の品揃えにも努めて参ります。 

 さらに、精密部品部門では、高付加価値のものを、国内工場で大量生産すると同時に、コスト競争力を強化するた

め、中国などの海外生産拠点を増強し、国際分業体制を展開して参ります。  

(4）会社の対処すべき課題 

 国内市場は、今後、長期的に縮小均衡を模索するものと予想され、伸銅業界でも業界再編が避けられない状況にあ

ります。海外のメーカーとの競争においても、日本メーカーは規模的な劣位にあり、生産拠点の棲み分けや統廃合が

不可欠です。当社グループといたしましては、まず、シナジーを追及した他社との業務提携などを、積極的に推進し

ていく所存です。  

 次に、当社グループが成長を続けるためには、今後、成長が見込まれる新興国需要を取り込むことが重要です。当

社グループは、中国の大連、上海に続き、広州にも出店する所存です。 

 それから、当社グループが原料として使用している銅の価格が、投機資金の影響で乱高下し、保有している棚卸資

産を販売するときに多額の原料相場差損益が発生しています。当社グループは、業績に与える原料相場の影響を少な

くするために、銅の先物取引によるリスクヘッジを実行する所存です。 

 さらに、当社グループの製品の付加価値を高めるためには、黄銅素材の加工分野へ川下展開することが有効です。

当社グループは、プレシジョン工場を新築し、業容を拡大する所存です。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 238 177

受取手形及び売掛金 6,457 11,111

製品 1,815 2,297

仕掛品 1,265 2,170

原材料及び貯蔵品 1,500 1,408

前払費用 27 27

その他 209 14

貸倒引当金 △10 △19

流動資産合計 11,504 17,188

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1, ※2  3,251 ※1, ※2  3,377

減価償却累計額 △1,595 △1,710

建物及び構築物（純額） 1,656 1,666

機械装置及び運搬具 ※1, ※2  10,823 ※1, ※2  11,225

減価償却累計額 △9,128 △9,789

機械装置及び運搬具（純額） 1,695 1,436

土地 ※1, ※3  2,790 ※1, ※3  2,862

建設仮勘定 175 48

その他 ※1  601 ※1  578

減価償却累計額 △520 △526

その他（純額） 80 52

有形固定資産合計 6,398 6,067

無形固定資産   

その他 60 60

無形固定資産合計 60 60

投資その他の資産   

投資有価証券 545 704

長期前払費用 62 44

破産更生債権等 77 70

その他 32 29

貸倒引当金 △93 △88

投資その他の資産合計 625 760

固定資産合計 7,084 6,888

資産合計 18,588 24,077



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,681 2,313

短期借入金 ※1  6,270 ※1  7,460

1年内返済予定の長期借入金 － 1,000

未払金 120 65

未払費用 261 324

未払法人税等 － 695

未払消費税等 156 6

賞与引当金 201 325

設備関係支払手形 100 113

その他 46 38

流動負債合計 8,838 12,342

固定負債   

長期借入金 1,000 －

繰延税金負債 － 100

再評価に係る繰延税金負債 ※3  373 ※3  373

退職給付引当金 42 146

役員退職慰労引当金 56 63

環境安全対策引当金 137 173

固定負債合計 1,610 857

負債合計 10,449 13,199

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387 2,387

資本剰余金 2,303 2,303

利益剰余金 3,027 5,643

自己株式 △64 △66

株主資本合計 7,654 10,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25 93

土地再評価差額金 ※3  473 ※3  473

為替換算調整勘定 37 43

評価・換算差額等合計 485 609

純資産合計 8,139 10,877

負債純資産合計 18,588 24,077



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 42,689 34,450

売上原価 ※4, ※5  42,219 ※4, ※5  29,548

売上総利益 470 4,901

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 668 600

給料及び手当 335 312

役員報酬 161 106

貸倒引当金繰入額 49 8

その他 500 480

販売費及び一般管理費合計 1,715 1,508

営業利益又は営業損失（△） △1,244 3,392

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 7 3

助成金収入 － 74

その他 59 30

営業外収益合計 69 109

営業外費用   

支払利息 174 57

為替差損 79 10

その他 20 27

営業外費用合計 274 95

経常利益又は経常損失（△） △1,449 3,407

特別利益   

固定資産売却益 ※1  11 ※1  0

貸倒引当金戻入額 － 7

受取保険金 6 9

補助金収入 9 14

特別利益合計 28 30

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  0

固定資産除却損 ※3  17 ※3  3

投資有価証券評価損 649 26

ゴルフ会員権評価損 － 2

災害による損失 2 －

環境対策引当金繰入額 － 35

その他 10 －

特別損失合計 679 67

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,100 3,369

法人税、住民税及び事業税 13 681

法人税等調整額 216 37

法人税等合計 229 719

当期純利益又は当期純損失（△） △2,330 2,650



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,387 2,387

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,387 2,387

資本剰余金   

前期末残高 2,303 2,303

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,303 2,303

利益剰余金   

前期末残高 5,432 3,027

当期変動額   

剰余金の配当 △62 △34

当期純利益又は当期純損失（△） △2,330 2,650

土地再評価差額金の取崩 △12 －

当期変動額合計 △2,405 2,615

当期末残高 3,027 5,643

自己株式   

前期末残高 △61 △64

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △2

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 △64 △66

株主資本合計   

前期末残高 10,061 7,654

当期変動額   

剰余金の配当 △62 △34

当期純利益又は当期純損失（△） △2,330 2,650

自己株式の取得 △2 △2

土地再評価差額金の取崩 △12 －

当期変動額合計 △2,407 2,613

当期末残高 7,654 10,267



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △135 △25

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 109 119

当期変動額合計 109 119

当期末残高 △25 93

土地再評価差額金   

前期末残高 460 473

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 12 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 12 －

当期末残高 473 473

為替換算調整勘定   

前期末残高 106 37

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 5

当期変動額合計 △68 5

当期末残高 37 43

評価・換算差額等合計   

前期末残高 431 485

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 12 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 124

当期変動額合計 53 124

当期末残高 485 609

純資産合計   

前期末残高 10,493 8,139

当期変動額   

剰余金の配当 △62 △34

当期純利益又は当期純損失（△） △2,330 2,650

自己株式の取得 △2 △2

土地再評価差額金の取崩 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 124

当期変動額合計 △2,353 2,738

当期末残高 8,139 10,877



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△2,100 3,369

減価償却費 939 818

有形固定資産除却損 17 3

有形固定資産売却損益（△は益） △11 0

投資有価証券評価損益（△は益） 649 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △170 123

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22 103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 6

環境安全対策引当金の増減額（△は減少） － 35

受取利息及び受取配当金 △9 △4

支払利息 174 57

売上債権の増減額（△は増加） 11,110 △4,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,287 △1,292

その他の流動資産の増減額（△は増加） △109 30

仕入債務の増減額（△は減少） △1,643 678

未払消費税等の増減額（△は減少） 217 △149

その他の流動負債の増減額（△は減少） △76 13

その他 △86 37

小計 13,226 △779

利息及び配当金の受取額 9 4

利息の支払額 △174 △57

法人税等の支払額 △249 △12

法人税等の還付額 － 180

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,811 △664

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,008 △549

有形固定資産の売却による収入 29 0

投資有価証券の取得による支出 △14 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △992 △550

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） △11,870 1,190

自己株式の取得による支出 △2 △2

配当金の支払額 △62 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,934 1,152

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143 △60

現金及び現金同等物の期首残高 382 ＊  238

現金及び現金同等物の期末残高 ＊  238 ＊  177



 該当事項はありません。  

   

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は、大連三越精密部件工業有限公司、大連保税区三越金属産業有限公司および三越金属（上海）有限

公司の３社であります。 

２．持分法の適用に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の決算日は12月31日（年１回）であります。 連結財務諸表作成に当たっては、同決算日現在

の財務諸表を使用しておりますが、１月１日から３月31日までに発生した重要な取引については連結上必要な調整を

行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(3）重要な引当金の計上基準 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

 在外連結子会社の資産及び負債は、同社決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。 

(5）その他 

 消費税等の会計処理  税抜方式を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

その他有価証券   

時価のあるもの   決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法による算定）を採用しております。 

時価のあるもの   移動平均法による原価法を採用しております。 

たな卸資産  主要材料は先入先出法、その他のたな卸資産は移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

有形固定資産  当社は、建物については定額法、建物以外については定率法、また連結子会社は定

額法によっております。 

  
 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 建物及び構築物   12～40年 

                    機械装置及び運搬具 ５～10年  

無形固定資産  定額法によっております。 

貸倒引当金  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

賞与引当金  当社は、従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会

計年度負担額を計上しております。 

退職給付引当金  当社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、発生の翌連結会計年度に一括費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は

ありません。 

役員退職慰労引当金  当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。 

環境安全対策引当金  当社は、「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

より、今後発生が見込まれるＰＣＢ廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額

を計上しております。 



６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引出可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 百万円317

構築物  2

機械及び装置  53

工具・器具・備品  1

土地  1,204

計  1,579

建物 百万円295

構築物  2

機械及び装置  36

工具・器具・備品  0

土地  1,204

計  1,538

 上記のうち建物、構築物、機械及び装置、工具・器

具・備品、土地の資産合計1,579百万円により工場財

団を組成しております。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

 上記のうち建物、構築物、機械及び装置、工具・器

具・備品、土地の資産合計1,538百万円により工場財

団を組成しております。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 百万円1,520

計  1,520

短期借入金 百万円2,560

計  2,560

※２ 有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳

額は195百万円であります。（建物72百万円、機械及

び装置123百万円） 

※２         同  左 

※３ 再評価差額金 

 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月

31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上して

おります。 

※３ 再評価差額金 

 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月

31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上して

おります。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布制令第119号）第２条第３

号に定める地方税法第341条第10号の土地課税台帳

に登録されている価格に合理的な調整を行って算

出。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布制令第119号）第２条第３

号に定める地方税法第341条第10号の土地課税台帳

に登録されている価格に合理的な調整を行って算

出。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 ・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額       345百万円 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額       377百万円 



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 百万円0

土地  11

計  11

機械装置及び運搬具 百万円0

計 

  

 0

※２                 ────── ※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  建物及び構築物 百万円0

計  0

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円0

機械装置及び運搬具  15

その他  0

計  17

建物及び構築物 百万円1

機械装置及び運搬具  0

その他  0

計  3

※４ 一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 ※４ 一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 

  百万円80   百万円56

※５ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸評価損が売上原価に含まれてお

ります。 

※５ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸評価損が売上原価に含まれてお

ります。 

  百万円1,273   百万円65



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の増加3,610株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  7,903,000  －  －  7,903,000

合計  7,903,000  －  －  7,903,000

自己株式         

普通株式（注）  126,280  3,610  －  129,890

合計  126,280  3,610  －  129,890

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年6月23日 

定時株主総会 
普通株式  31  4.0 平成20年3月31日 平成20年6月24日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  31  4.0 平成20年9月30日 平成20年12月4日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年6月22日 

定時株主総会 
普通株式  19  利益剰余金  2.5 平成21年3月31日 平成21年6月23日



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （変動事由の概要）  

 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  取締役会決議による自己株式の取得による増加      4,000株 

  単元未満株式の買取りによる増加             699株 

   

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  7,903,000  －  －  7,903,000

合計  7,903,000  －  －  7,903,000

自己株式         

普通株式（注）  129,890  4,699  －  134,589

合計  129,890  4,699  －  134,589

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年6月22日 

定時株主総会 
普通株式  19  2.5 平成21年3月31日 平成21年6月23日 

平成21年10月28日 

取締役会 
普通株式  15  2.0 平成21年9月30日 平成21年12月3日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年6月21日 

定時株主総会 
普通株式  34  利益剰余金  4.5 平成22年3月31日 平成22年6月22日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

＊ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

＊ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 百万円238

現金及び現金同等物  238

現金及び預金勘定 百万円177

現金及び現金同等物  177



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

黄銅棒・線事
業 

（百万円） 

精密部品事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  39,731  2,957  42,689  －  42,689

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,182  259  3,442  (3,442)  －

計  42,914  3,217  46,131  (3,442)  42,689

営業費用  43,488  3,887  47,376  (3,442)  43,934

営業利益又は営業損失

（△） 
 △574  △670  △1,244  0  △1,244

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  16,307  1,698  18,005  582  18,588

減価償却費  729  184  913  25  939

資本的支出  873  133  1,007  0  1,008

  

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

黄銅棒・線事
業 

（百万円） 

精密部品事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  31,830  2,619  34,450  －  34,450

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,021  231  2,253  (2,253)  －

計  33,852  2,851  36,704  (2,253)  34,450

営業費用  30,451  2,873  33,324  (2,266)  31,057

営業利益又は営業損失

（△） 
 3,401  △21  3,379  13  3,392

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  21,608  1,904  21,513  563  24,077

減価償却費  597  192  789  28  818

資本的支出  255  152  407  76  483



（注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、製品の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．資産のうち消去又は全社の項目は全て全社資産であり、主なものは当社での余資運用資金（現金及び有価証

券）及び管理部門に係る資産であります。 

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

５．会計方針の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）に記載のとおり、「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を当連結会計年度から適用し

ております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成

22年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める割合が

いずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成

22年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

事業区分 主要製品 

黄銅棒・線事業 黄銅棒・黄銅線・黄銅管 

精密部品事業 カメラマウント・フレアナット・ザルボ 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,047円10銭 1,400円20銭 

１株当たり当期純利益金額又は当期純

損失金額（△） 
△299円73銭 341円12銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当た

り当期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △2,330  2,650

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―  ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
 △2,330  2,650

期中平均株式数（株）  7,774,827  7,770,019



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成

22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者情報に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50 57

受取手形 3,705 5,865

売掛金 2,935 5,824

製品 1,422 2,063

仕掛品 1,265 2,170

原材料及び貯蔵品 1,500 1,408

前払費用 20 21

その他 198 11

貸倒引当金 △11 △21

流動資産合計 11,086 17,402

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,746 2,774

減価償却累計額 △1,282 △1,371

建物（純額） 1,463 1,403

構築物 311 401

減価償却累計額 △239 △254

構築物（純額） 72 147

機械及び装置 10,535 10,909

減価償却累計額 △8,946 △9,586

機械及び装置（純額） 1,589 1,323

車両運搬具 85 97

減価償却累計額 △72 △81

車両運搬具（純額） 13 16

工具、器具及び備品 582 558

減価償却累計額 △506 △510

工具、器具及び備品（純額） 75 48

土地 2,790 2,862

建設仮勘定 175 48

有形固定資産合計 6,179 5,851

無形固定資産   

電話加入権 3 3

無形固定資産合計 3 3

投資その他の資産   

投資有価証券 545 704

関係会社株式 293 293

関係会社長期貸付金 55 55

破産更生債権等 77 70

長期前払費用 61 44

その他 32 29

貸倒引当金 △93 △88

投資その他の資産合計 972 1,108

固定資産合計 7,155 6,962

資産合計 18,241 24,365



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 601 702

買掛金 665 1,784

短期借入金 6,270 7,460

1年内返済予定の長期借入金 － 1,000

未払金 120 53

未払費用 249 312

未払法人税等 － 698

未払消費税等 156 6

預り金 35 35

賞与引当金 201 325

設備関係支払手形 100 113

その他 0 2

流動負債合計 8,401 12,493

固定負債   

長期借入金 1,000 －

繰延税金負債 － 100

再評価に係る繰延税金負債 373 373

退職給付引当金 42 146

役員退職慰労引当金 56 63

環境安全対策引当金 137 173

固定負債合計 1,610 857

負債合計 10,012 13,351

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387 2,387

資本剰余金   

資本準備金 2,303 2,303

資本剰余金合計 2,303 2,303

利益剰余金   

利益準備金 52 52

その他利益剰余金   

別途積立金 3,000 3,000

固定資産圧縮積立金 － －

特別償却準備金 － 54

繰越利益剰余金 103 2,716

利益剰余金合計 3,155 5,823

自己株式 △64 △66

株主資本合計 7,782 10,447

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25 93

土地再評価差額金 473 473

評価・換算差額等合計 447 566

純資産合計 8,229 11,014

負債純資産合計 18,241 24,365



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 42,086 34,548

売上原価   

製品期首たな卸高 2,323 1,422

当期製品製造原価 39,368 29,205

原材料売上原価 1,383 1,216

合計 43,076 31,844

製品期末たな卸高 1,422 2,063

製品売上原価 41,653 29,780

売上総利益 433 4,767

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 663 594

給料及び手当 309 275

役員報酬 149 100

貸倒引当金繰入額 51 9

その他 371 373

販売費及び一般管理費合計 1,546 1,353

営業利益又は営業損失（△） △1,113 3,413

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 7 3

為替差益 － 4

助成金収入 － 74

その他 69 42

営業外収益合計 78 126

営業外費用   

支払利息 174 57

その他 16 24

営業外費用合計 190 81

経常利益又は経常損失（△） △1,224 3,458



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 11 0

貸倒引当金戻入額 － 7

受取保険金 6 9

補助金収入 9 14

特別利益合計 28 30

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 16 2

投資有価証券評価損 649 26

関係会社株式評価損 43 －

ゴルフ会員権評価損 － 2

災害による損失 2 －

環境対策引当金繰入額 － 35

特別損失合計 711 66

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,907 3,421

法人税、住民税及び事業税 13 681

法人税等調整額 209 37

法人税等合計 223 719

当期純利益又は当期純損失（△） △2,130 2,702



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,387 2,387

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,387 2,387

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,303 2,303

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,303 2,303

資本剰余金合計   

前期末残高 2,303 2,303

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,303 2,303

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 52 52

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 52 52

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,000 3,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000 3,000

特別償却準備金   

前期末残高 － －

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － 54

当期変動額合計 － 54

当期末残高 － 54

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1 －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 － －



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,307 103

当期変動額   

剰余金の配当 △62 △34

当期純利益又は当期純損失（△） △2,130 2,702

固定資産圧縮積立金の取崩 1 －

特別償却準備金の積立 － △54

土地再評価差額金の取崩 △12 －

当期変動額合計 △2,203 2,612

当期末残高 103 2,716

利益剰余金合計   

前期末残高 5,361 3,155

当期変動額   

剰余金の配当 △62 △34

当期純利益又は当期純損失（△） △2,130 2,702

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

特別償却準備金の積立 － －

土地再評価差額金の取崩 △12 －

当期変動額合計 △2,205 2,667

当期末残高 3,155 5,823

自己株式   

前期末残高 △61 △64

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △2

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 △64 △66

株主資本合計   

前期末残高 9,990 7,782

当期変動額   

剰余金の配当 △62 △34

当期純利益又は当期純損失（△） △2,130 2,702

自己株式の取得 △2 △2

土地再評価差額金の取崩 △12 －

当期変動額合計 △2,208 2,665

当期末残高 7,782 10,447



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △135 △25

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 109 119

当期変動額合計 109 119

当期末残高 △25 93

土地再評価差額金   

前期末残高 460 473

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 12 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 12 －

当期末残高 473 473

評価・換算差額等合計   

前期末残高 324 447

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 12 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 109 119

当期変動額合計 122 119

当期末残高 447 566

純資産合計   

前期末残高 10,315 8,229

当期変動額   

剰余金の配当 △62 △34

当期純利益又は当期純損失（△） △2,130 2,702

自己株式の取得 △2 △2

土地再評価差額金の取崩 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 109 119

当期変動額合計 △2,085 2,785

当期末残高 8,229 11,014



 該当事項はありません。  

  

 役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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