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（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  12,283  116.7  1,109  150.8  1,429  200.1  846  78.6

22年3月期第１四半期  5,667  △59.9  442  △7.4  476  19.2  473  142.4

  
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  109  17  －      

22年3月期第１四半期  60  97  －      

  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  26,853  11,625  43.3  1,504  88

22年3月期  24,077  10,877  45.2  1,400  20

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 11,625百万円 22年3月期 10,877百万円

  
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  －        2 00 －      4 50  6  50

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  4 00 －      4 00  8  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％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）  23,000  74.4  1,200  △3.4  1,200  △7.8  720  △44.8  92  86

通期  41,200  19.6  1,200  △64.6  1,200  △64.8  720  △72.8  92  68

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

新規        社 （社名）                        、除外        社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（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適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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に関する表示 

 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きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲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。業績予想に関

する事項等については、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．２「（３）連結業績予想に関する定性的情報」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 ： 有 ・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有 ・無

② ①以外の変更         ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 7,903,000株 22年3月期 7,903,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 178,089株 22年3月期 134,589株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 7,753,911株 22年3月期１Ｑ 7,773,043株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、エコカー補助金やエコポイントなど消費を刺激する政策効果

で、自動車や家電の需要が前倒しされたため、景気は下支えされた形で推移しました。しかし、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、前年度に引き続き低迷していました。また、当社グループの主要原材料で

ある銅の価格は、下落基調にありました。  

 この様な経営環境のもとで、当社グループは、まず、需要の増加に対応するため増産に注力しました。また、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たときの当社グループの業績に対する影響を少なくす

るために銅の先物取引によるリスクヘッジを実行しました。さらに、成長を続ける新興国需要を取り込むため、中

国の大連、上海に続き、広州にも出店しました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高122億83百万円（前年同期比116.7％増加）となり、営業

利益11億９百万円（同150.8％増加）、経常利益14億29百万円（同200.1％増加）、四半期純利益８億46百万円（同

78.6％増加）となりました。 

  

  セグメントの業績は次のとおりであります。 

①黄銅棒・線事業 

 黄銅棒・線事業では、ダライ粉などのリサイクル原料の入手難に見舞われつつも増産に努め、販売量は２万127

トンとなりました。売上高は、114億65百万円となり、セグメント損益は、10億87百万円のセグメント利益となり

ました。 

②精密部品事業 

 精密部品事業では、新工場に関する建築設計が、ほぼ完了しました。売上高は、８億17百万円となり、セグメン

ト損益は、17百万円のセグメント利益となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の総資産は、売上債権の増加などにより、前連結会計年度末に比べ27億76百万円増加

し、268億53百万円となりました。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

20億29百万円増加し、152億28百万円となりました。純資産は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末

に比べ７億47百万円増加し、116億25百万円となりました。   

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益14億38百万円を計上しましたが、売上債権の増加などにより、前連結会計年度末に比べ、69百万円の増加にとど

まり、２億47百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間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。  

（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11億６百万円（前年同期比26億44百万円収入の減少）となりました。これは主に

税金等調整前四半期純利益14億38百万円、減価償却費１億64百万円、売上債権の増加21億31百万円等によるもので

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１億11百万円（同89百万円支出の減少）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12億87百万円（同26億74百万円収入の増加）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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報   

 各種政策効果によって、自動車や家電の需要が前倒しされたことに加え、当社グループが保有する棚卸資産を製

品化して販売した際に原料相場差益が発生したことなどにより、平成23年３月期第２四半期累計期間（平成22年４

月１日～平成22年９月30日）の業績は、連結・個別業績とも、売上高、利益が当初予想を上回る見込みです。 

 平成23年３月期通期（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の業績予想につきましては、平成22年５月13日に

公表した予想数値の修正は行いません。理由は、今後、各種政策効果による自動車や家電の需要前倒しの反動が想

定されることと、当社グループが主要原材料として使用している銅の相場が乱高下していること、また、リサイク

ル原料の調達難が続いていることなどから、現時点では精度の高い予想を行うことは困難であるからです。今後、

業績予想の修正が必要になった場合には、速やかに公表いたします。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな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定する方法によっております。 

 また、棚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費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、連結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。 

③繰延税金資産およ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測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 （資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 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。 

 これにより、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軽微であります。 

  

 （表示方法の変更） 

 四半期連結損益計算書において、「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）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する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）の適用により、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



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 247 177

受取手形及び売掛金 13,245 11,111

製品 2,164 2,297

仕掛品 2,358 2,170

原材料及び貯蔵品 1,576 1,408

前払費用 25 27

その他 527 14

貸倒引当金 △26 △19

流動資産合計 20,116 17,188

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,393 3,377

減価償却累計額 △1,742 △1,710

建物及び構築物（純額） 1,650 1,666

機械装置及び運搬具 11,283 11,225

減価償却累計額 △9,916 △9,789

機械装置及び運搬具（純額） 1,367 1,436

土地 2,862 2,862

建設仮勘定 64 48

その他 580 578

減価償却累計額 △531 △526

その他（純額） 48 52

有形固定資産合計 5,993 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 633 704

長期前払費用 40 44

その他 99 100

貸倒引当金 △88 △88

投資その他の資産合計 684 760

固定資産合計 6,737 6,888

資産合計 26,853 24,077



（単位：百万円）

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 2,907 2,313

短期借入金 8,800 7,460

1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000

未払金 475 65

未払費用 334 324

未払法人税等 581 695

未払消費税等 43 6

賞与引当金 168 325

設備関係支払手形 65 113

その他 36 38

流動負債合計 14,414 12,342

固定負債   

繰延税金負債 69 100

再評価に係る繰延税金負債 373 373

引当金 371 383

固定負債合計 814 857

負債合計 15,228 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 6,454 5,643

自己株式 △88 △66

株主資本合計 11,057 10,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50 93

土地再評価差額金 473 473

為替換算調整勘定 44 43

評価・換算差額等合計 567 609

純資産合計 11,625 10,877

負債純資産合計 26,853 24,077



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 5,667 12,283

売上原価 4,901 10,742

売上総利益 766 1,540

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 112 180

給料及び手当 73 93

その他 137 156

販売費及び一般管理費合計 323 430

営業利益 442 1,109

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 13

為替差益 15 －

助成金収入 27 －

デリバティブ評価益 － 307

その他 10 19

営業外収益合計 55 340

営業外費用   

支払利息 13 16

為替差損 － 2

その他 8 1

営業外費用合計 21 20

経常利益 476 1,429

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 －

補助金収入 － 9

特別利益合計 1 9

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 476 1,438

法人税等 2 592

少数株主損益調整前四半期純利益 － 846

四半期純利益 473 846



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 476 1,438

減価償却費 189 164

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △33 △156

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 △10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △0

受取利息及び受取配当金 △2 △13

支払利息 13 16

売上債権の増減額（△は増加） 1,081 △2,131

たな卸資産の増減額（△は増加） △75 △220

その他の流動資産の増減額（△は増加） 30 △202

仕入債務の増減額（△は減少） △253 600

未払消費税等の増減額（△は減少） △121 37

デリバティブ評価損益（△は益） － △307

その他の流動負債の増減額（△は減少） 239 378

その他 1 △8

小計 1,550 △408

利息及び配当金の受取額 2 13

利息の支払額 △13 △16

法人税等の支払額 △0 △695

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,538 △1,106

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △201 △111

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △201 △111

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） △1,370 1,340

自己株式の取得による支出 △0 △21

配当金の支払額 △17 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,387 1,287

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42 69

現金及び現金同等物の期首残高 238 177

現金及び現金同等物の四半期末残高 195 247



 該当事項はありません。   

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 したがって、当社グループは製品別のセグメントから構成されており、「黄銅棒・線事業」及び「精密部

品事業」の２つを報告セグメントとしております。  

 「黄銅棒・線事業」は、主に住宅関連、家電向け、自動車向け部品用素材である黄銅棒・黄銅線・黄銅管

を生産しております。「精密部品事業」は、カメラマウント・フレアナット・ザルボ等を生産しておりま

す。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント等情報の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 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）セグメント情報

  （単位：百万円）

  黄銅棒・線 精密部品 合計 

売上高       

外部顧客への売上高 11,465 817 12,283 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 738 387 1,125 

計 12,203 1,205 13,409 

セグメント利益 1,087 17 1,105 

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,105 

セグメント間取引消去 4 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,109 

（６）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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