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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年3月期第1四半期 5,395 137.5 363 ─ 365 532.0 206 ─

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

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

23年3月期第1四半期 8 .76 ─

22年3月期第1四半期 △2 .30 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年3月期第1四半期 26,075 4,718 18.1 199 .82

22年3月期 22,704 4,602 20.3 194 .91

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 4,718百万円 22年3月期 4,602百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ─ 0 .00 ─ 3 .00 3 .00

23年3月期 ─

23年3月期(予想) 0 .00 ─ 3 .00 3 .00

3. 平成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(累計)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(累計) 8,900 66.6 300 119.1 290 44.9 180 201.3 7 .62

通期 17,600 23.7 590 7.0 530 △15.2 330 4.5 13 .97

JSOX
ＦＡＳＦ会員マーク



 

 
  （注） 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信

（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4 「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ─社 (社名          )、除外 ─社 (社名          )

  （注） 連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  （注） 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有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年3月期1Ｑ 23,700,000株 22年3月期 23,700,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 84,791株 22年3月期 83,932株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 23,615,664株 22年3月期1Ｑ 23,618,339株
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平成22年度第１四半期は、ギリシャの金融不安の再燃をきっかけにＥＵ各国の財政不安が騒がれ、国

債の格付けが低下する中、為替市場でのユーロ安、ドル安を促し、結果として円高推移をたどりつつ、

株安、商品市況安、そして有事の金と言う背景から金価格の高騰をもたらしました。 

 伸銅業界全体の黄銅棒の生産につきましては、３月末に16,200トン台まで上昇した水準を、その後も

安定的に維持しました。住宅着工の低迷は依然として続いているものの、自動車関連、エアコン関連向

け部品、また輸出を中心とした建設機械向けの部品などは比較的好調に推移し、リーマンショック以前

に比べ８～９割の水準ではありますが、安定的な生産量を維持することが出来ました。 

 また主原料である銅の国際価格は３月末の7,800ドルから６月末には6,500ドルと下落し、その間の為

替相場も94円／ドルから89円／ドルと円高に推移したため、その結果国内銅建値も770円から640円まで

下落しました。 

 当社グループにつきましては、前期がリーマンショック後の最悪期であったことより、製品等の販売

量は前年同期比68.1％増加しました。原料価格の面でも前期に比べ価格は上昇しました。それらの要因

により売上高は5,395百万円と前年同期比137.5％と大幅に増加しました。 

 収益面につきましては、生産、出荷数量の大幅な回復および生産コストの節減により、著しく改善

し、営業利益は363百万円（前年同期比＋347百万円）となりました。経常利益についても365百万円

（前年同期比＋307百万円）と大幅に回復しました。四半期純利益についても206百万円（前年同期比＋

261百万円）と大幅改善いたしました。  
  
事業の部門別の業績は次のとおりであります。 

（伸銅品部門） 

リーマンショック後の最悪期の前期に比べ、販売量の増加および非鉄金属価格の上昇とが重なっ

て、伸銅品の売上高は4,867百万円（前年同期比＋2,871百万円）と前年同期比143.8％増加しまし

た。黄銅棒、黄銅線、電子素材のコネクター線の販売も順調に回復しました。 
  
（伸銅加工品部門） 

輸出向け建設機械の需要の回復を背景に、当社の高付加価値製品である切削品、鍛造品などの受注

も順調に推移し、販売数量も前年同期比79.5％増加し、売上高は184百万円と前年同期比187.9％の増

加となりました。 
  
（非鉄金属原料部門） 

非鉄金属原料の販売数量は前年同期比30.6％と増加、売上高も344百万円と前年同期比62.9％増加

しました。 
  

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、3,371百万円増加し、26,075百

万円となりました。 

 流動資産は、受取手形及び売掛金が689百万円増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ596

百万円増加の12,378百万円となりました。 

 固定資産は、新工場関係の設備投資により建設仮勘定が3,164百万円増加したことなどにより前連

結会計年度末に比べ2,774百万円増加の13,697百万円となりました。 

 負債は、原料購入単価の上昇による運転資金の増加および新工場設備投資により借入金が増加した

ことなどにより、前連結会計年度末に比べ3,255百万円増加し、21,356百万円となりました。 

 純資産は、主に四半期純利益の計上による利益剰余金の136百万円の増加により、前連結会計年度

末に比べ115百万円増加の4,718百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.2％減少の18.1％となりました。 
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

 ①財政状態の状況
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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147百万円減

少し1,243百万円となりました。 

（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188百万円（前年同四半期連結会計期間は822百万円の収入）となり

ました。これは主に、売上債権の693百万円の増加と、仕入債務が258百万円増加したことによるもの

であります。 

（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2,130百万円（前年同四半期連結会計期間は560百万円の支出）とな

りました。これは主に、収用に係る設備取得による支出2,612百万円によるものであります。 

（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2,171百万円（前年同四半期連結会計期間は78百万円の支出）とな

りました。これは主に、短期借入金の純増減額2,330百万円によるものであります。 
  

業績予想につきましては、今期計画を上回るペースで推移しておりますが、第２四半期以降は経済動

向が先行き不透明なため、現段階で平成22年５月12日発表時の平成23年３月期の連結業績予想の修正は

行っておりません。 

 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。 
  

 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
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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。 
  

 ①会計処理基準に関する事項の変更 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

 ②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（連結の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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,301,174 1,448,868

受取手形及び売掛金 5,661,067 4,971,330

有価証券 3,401,828 3,295,709

商品及び製品 413,505 306,634

仕掛品 791,154 866,928

原材料及び貯蔵品 545,545 435,376

未収入金 87,381 319,084

繰延税金資産 90,181 55,968

その他 89,466 83,550

貸倒引当金 △2,727 △1,543

流動資産合計 12,378,577 11,781,907

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,030,856 1,030,636

減価償却累計額 △881,268 △877,815

建物及び構築物（純額） 149,588 152,820

機械装置及び運搬具 7,358,201 7,357,643

減価償却累計額 △6,564,086 △6,514,221

機械装置及び運搬具（純額） 794,114 843,422

土地 4,208,632 4,208,632

建設仮勘定 5,597,354 2,433,229

その他 369,605 369,605

減価償却累計額 △330,356 △325,959

その他（純額） 39,249 43,645

有形固定資産合計 10,788,938 7,681,749

無形固定資産

ソフトウエア 674 192

施設利用権等 2,226 2,226

無形固定資産合計 2,900 2,418

投資その他の資産

投資有価証券 716,815 1,054,877

長期未収入金 2,137,091 2,137,091

その他 53,873 48,728

貸倒引当金 △2,476 △2,476

投資その他の資産合計 2,905,303 3,238,220

固定資産合計 13,697,143 10,922,388

資産合計 26,075,720 22,704,296
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,239,619 980,898

短期借入金 4,627,510 2,237,994

未払消費税等 26,613 1,423

未払費用 228,263 117,871

未払法人税等 198,784 42,536

賞与引当金 26,060 68,740

その他 626,124 94,555

流動負債合計 6,972,975 3,544,019

固定負債

長期借入金 1,991,805 2,140,742

長期仮受金 555,466 571,640

退職給付引当金 208,026 201,756

役員退職慰労引当金 68,030 79,980

環境対策引当金 90,000 90,000

繰延税金負債 556,935 557,147

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 21,552 24,013

固定負債合計 14,383,847 14,557,310

負債合計 21,356,823 18,101,329

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 1,653,728 1,517,607

自己株式 △15,565 △15,435

株主資本合計 3,523,662 3,387,672

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 6,289 △7,969

その他有価証券評価差額金 △44,707 △10,389

評価・換算差額等合計 1,195,235 1,215,294

純資産合計 4,718,897 4,602,966

負債純資産合計 26,075,720 22,704,296
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 2,271,496 5,395,680

売上原価 2,048,387 4,807,598

売上総利益 223,108 588,082

販売費及び一般管理費 206,956 224,834

営業利益 16,152 363,248

営業外収益

受取利息 12,491 13,149

受取配当金 14,468 6,676

助成金収入 19,325 －

その他 5,125 703

営業外収益合計 51,409 20,529

営業外費用

支払利息 8,481 14,390

売上割引 1,096 3,745

手形売却損 152 261

その他 25 39

営業外費用合計 9,755 18,436

経常利益 57,806 365,341

特別利益

貸倒引当金戻入額 192 －

特別利益合計 192 －

特別損失

投資有価証券売却損 22,721 －

ゴルフ会員権売却損 － 50

ゴルフ会員権評価損 － 3,080

環境対策引当金繰入額 90,000 －

特別損失合計 112,721 3,130

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（△）

△54,723 362,211

法人税、住民税及び事業税 1,077 199,392

法人税等調整額 △1,487 △44,149

法人税等合計 △410 155,242

少数株主損益調整前四半期純利益 － 206,968

四半期純利益又は四半期純損失（△） △54,313 206,968
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△）

△54,723 362,211

減価償却費 57,101 57,751

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,961 1,184

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,862 6,270

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,410 △11,950

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 △26,959 △19,826

支払利息 8,481 14,390

売上割引 1,096 3,745

投資有価証券売却損益（△は益） 22,721 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 50

ゴルフ会員権評価損 － 3,080

売上債権の増減額（△は増加） 805,053 △693,743

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,805 △141,265

仕入債務の増減額（△は減少） 70,459 258,721

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,982 25,190

その他 30,494 △13,607

小計 818,352 △147,798

利息及び配当金の受取額 17,510 13,521

利息の支払額 △8,917 △15,332

法人税等の支払額 △3,947 △38,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 822,997 △188,532

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

有価証券の償還による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △101,067 △206

無形固定資産の取得による支出 － △520

投資有価証券の取得による支出 △1,093,453 △1,688

投資有価証券の売却による収入 713,423 －

ゴルフ会員権の売却による収入 － 300

収用に係る経費分による支出 △9,107 △16,173

収用に係る設備取得のための支出 △70,560 △2,612,220

その他 － △469

投資活動によるキャッシュ・フロー △560,766 △2,130,978
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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） － 2,330,000

長期借入れによる収入 250,000 －

長期借入金の返済による支出 △325,713 △89,421

リース債務の返済による支出 △2,652 △2,588

配当金の支払額 △18 △66,042

自己株式の取得による支出 － △130

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,383 2,171,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 183,847 △147,693

現金及び現金同等物の期首残高 2,599,324 1,390,868

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,783,171 1,243,174
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

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) 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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