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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 2,885 63.3 98 － 95 － 101 －

22年３月期第１四半期 1,767 △41.6 △331 － △291 － △283 －

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 4. 13 4. 11

22年３月期第１四半期 △11. 45 －

 (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 15,999 7,694 46.7 305. 73

22年３月期 15,783 7,508 47.4 306. 00

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 7,477百万円 22年３月期 7,484百万円

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 － 0. 00 0. 00

23年３月期 －

23年３月期(予想) － －
2.00～

4.00
－

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) 5,700 46.2 190 － 190 － 180 － 7. 36

通期 11,800 35.6 430 － 440 － 430 － 17. 58



 

 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・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ます。なお、この

四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了し

ております。 

・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「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 ： 有

  新規１社 (上海電科電工材料有限公司)  除外－社

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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 25,777,600株 22年３月期 25,777,600株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,319,360株 22年３月期 1,318,145株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 24,458,559株 22年３月期１Ｑ 24,733,352株

(注意事項)
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当第１四半期におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国への輸出増加や政府の景気対策等に

より、景気は緩やかに回復しましたが、欧州での財政危機や円高の進行等により、景気の先行きは不透

明感が残る中で推移しました。 

 当社グループを取り巻く業界につきましては、自動車や電子部品関連の輸出の伸びを受け、回復基調

でしたが、円高の影響等もあり、先行きが懸念される中で推移しました。 

 このような中、当社グループの業績は、一昨年の世界的な景気後退による急激な落ち込みからおおむ

ね回復し、売上高は前年同四半期比63.3％増の28億８千５百万円となりました。 

 損益面におきましては、売上の増加による原価率の改善等により、営業損益は前年同四半期の３億３

千１百万円の営業損失から９千８百万円の営業利益となり、経常損益は同２億９千１百万円の経常損失

から９千５百万円の経常利益、また、四半期純損益は同２億８千３百万円の四半期純損失から１億１百

万円の四半期純利益と、黒字に転換しました。 

 なお、当第１四半期において、持分法適用関連会社であった上海電科電工材料有限公司の出資持分を

取得し、連結子会社としました。 

  

【粉末冶金事業】 

当社グループの主要事業であります粉末冶金事業は、ＨＤＤ用磁気ヘッド基板の売上は円高の影響を

受けたものの好調に推移し、ＯＡ機器・自動車球用や放電灯用部品は自動車産業向けを中心として大幅

に増加しました。また、重電・抵抗溶接用電極及びブレーカー用接点は、国内重電等の好調により売上

は増加し、ＮＴダイカッターは、国内・海外向けともに増加するなど、全般的に好調に推移しました。 

 この結果、粉末冶金事業の売上高は、27億８千７百万円となり、営業利益は９千１百万円となりまし

た。 

  

【その他】 

その他は、半導体関連機器の需要回復の遅れから、低調に推移しました。 

この結果、その他の売上高は９千８百万円となり、営業損失は３百万円となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ２億１千５百万円増加し、159億９千

９百万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末と比べ２千９百万円増加し、83億４百万円となりました。 

 また、純資産は、前連結会計年度末と比べ１億８千６百万円増加し、76億９千４百万円となりまし

た。 

 キャッシュ・フローにつきましては、当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現

金同等物の当四半期末残高は、営業活動により２億５千４百万円の資金を獲得し、投資活動により１億

５千６百万円の資金を支出し、財務活動により２億４千８百万円の資金を支出した結果、前年同四半期

と比較して６億２千３百万円増加し、25億５千７百万円となりました。 

  

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
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通期の見通しにつきましては、企業の景況感は、大手企業を中心に設備投資が増加し、景気は持ち直

してきておりますが、自動車産業等を中心に、原材料の高騰や国内の需要の鈍化の動きもあり、今後、

収益環境は不透明な状況が続くものと思われます。 

 このような中、当社グループは、海外事業の強化や事業の選択と集中を図り、売上の拡大、収益の改

善を進めてまいる所存であります。 

 業績予想におきましては、当第1四半期業績において、売上面では計画通り進んでおり、また、損益

面においても計画を若干上回る中で推移しております。このため、平成22年５月12日に発表した、第２

四半期累計期間及び通期の連結業績予想及び個別業績予想に変更はありません。 

 配当金予想におきましては、業績は計画通り進んでいるものの、景気の先行き等の懸念もあり、現時

点では平成22年５月12日に発表した予想を据え置くこととし、開示が可能となった時点で速やかに開示

いたします。 
  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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平成22年４月15日付にて、持分法適用関連会社である上海電科電工材料有限公司の出資持分を30％か

ら60％に引き上げ、連結子会社といたしました。 

  

① 簡便な会計処理 

特記すべき事項はありません。 

  

② 特有の会計処理 

該当する事項はありません。 

  

① 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から、「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、税金等調整前四半期純利益が25百万円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は25百万円であります。 

  

②  企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間から、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年

12月26日)、「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)、「『研

究開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離

等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企

業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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：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 2,576 2,735

受取手形及び売掛金 3,629 3,226

商品及び製品 284 246

仕掛品 1,126 877

原材料及び貯蔵品 868 916

繰延税金資産 1 0

その他 114 91

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 8,596 8,089

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,530 2,498

機械装置及び運搬具（純額） 961 983

工具、器具及び備品（純額） 67 71

土地 292 285

リース資産（純額） 4 5

建設仮勘定 82 156

有形固定資産合計 3,939 4,001

無形固定資産

のれん 17 －

リース資産 27 30

その他 8 8

無形固定資産合計 54 38

投資その他の資産

投資有価証券 1,661 1,808

賃貸不動産（純額） 1,650 1,663

その他 184 270

貸倒引当金 △86 △89

投資その他の資産合計 3,409 3,653

固定資産合計 7,403 7,693

資産合計 15,999 15,783
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(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 976 900

短期借入金 2,923 2,870

リース債務 10 10

未払法人税等 9 24

賞与引当金 400 233

役員賞与引当金 3 －

その他 465 406

流動負債合計 4,788 4,445

固定負債

長期借入金 1,689 1,917

リース債務 24 26

繰延税金負債 939 1,016

退職給付引当金 514 526

資産除去債務 25 －

その他 322 341

固定負債合計 3,516 3,829

負債合計 8,304 8,275

純資産の部

株主資本

資本金 2,509 2,509

資本剰余金 2,229 2,229

利益剰余金 2,777 2,677

自己株式 △289 △289

株主資本合計 7,226 7,126

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 442 546

為替換算調整勘定 △191 △188

評価・換算差額等合計 251 358

新株予約権 24 24

少数株主持分 193 －

純資産合計 7,694 7,508

負債純資産合計 15,999 15,783
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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：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 1,767 2,885

売上原価 1,679 2,304

売上総利益 87 580

販売費及び一般管理費 419 481

営業利益又は営業損失（△） △331 98

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 11 13

持分法による投資利益 － 11

不動産賃貸料 60 60

為替差益 3 －

雇用調整助成金 33 －

雑収入 16 14

営業外収益合計 126 99

営業外費用

支払利息 19 19

持分法による投資損失 12 －

不動産賃貸原価 47 33

為替差損 － 19

環境対策費 － 21

雑支出 6 8

営業外費用合計 86 103

経常利益又は経常損失（△） △291 95

特別利益

土地売却益 － 20

段階取得に係る差益 － 9

特別利益合計 － 29

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25

特別損失合計 － 25

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（△）

△291 99

法人税、住民税及び事業税 4 3

法人税等調整額 △12 △7

法人税等合計 △8 △3

少数株主損益調整前四半期純利益 － 103

少数株主利益 － 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △283 101
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

日本タングステン株式会社（6998）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

-8-


