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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 3,144 9.0 △41 ― 4 △95.6 33 △66.5
23年3月期第1四半期 2,885 63.3 98 ― 95 ― 101 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △45百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △8百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1.38 1.38
23年3月期第1四半期 4.13 4.11

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

24年3月期第1四半期 16,382 7,919 46.6 311.36
23年3月期 16,229 8,012 47.4 313.89
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,628百万円 23年3月期  7,690百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 1.50 ― 2.00 3.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 2.00 ― 3.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 6,980 21.8 140 △13.9 195 20.7 225 29.8 9.18
通期 14,200 20.3 340 111.5 450 85.2 520 47.9 21.22



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

※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）２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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 25,777,600 株 23年3月期 25,777,600 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,278,692 株 23年3月期 1,277,912 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 24,499,201 株 23年3月期1Q 24,458,559 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び原発事故の影響により、生産や

輸出が大幅に減少し、生産設備を始め主要なインフラ設備に多大な経済的損失が生じるなど、厳しい状

況の中で推移しました。また、世界経済は、米国の経済回復の遅れや、中国の金融引き締め政策等によ

り、景気の減速感が高まる中で推移しました。 

 当社グループに関連する業界におきましても、自動車関連産業が大震災の影響で部品調達が滞り、当

期間中の生産は大幅に減少しました。また、復興需要の遅れもあり、全体として低調に推移しました。 

 このような中、当社グループの業績は、大震災による受注の減少や円高の影響等もありましたが、連

結子会社化等、海外事業強化による売上の増加もあり、売上高は前年同四半期比9.0％増の31億４千４

百万円となりました。 

 売上高の内訳は、粉末冶金事業では、ダイカッターが円高の影響があったものの海外向けの売上が伸

張し、磁気ヘッド基板も前年同期並みで推移しましたが、タングステン線・棒製品は、計画を下回りま

した。また、その他では、機械装置部品が国内において需要減少により低迷したものの、中国での新規

需要もあり増加しました。 

 損益面におきましては、タングステンや銀材料の更なる高騰により原価率が上昇したことに加え、中

国子会社の設立初期費用の負担増等により、営業損益は前年同四半期の９千８百万円の営業利益から４

千１百万円の営業損失となりました。 

 また、経常利益は、前年同期に計上した環境対策費や為替差損が発生しなかったことにより営業外損

益が改善しましたが、前年同四半期比95.6％減の４百万円と黒字を確保するにとどまり、四半期純利益

は、同66.5％減の３千３百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、163億８千２百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億

５千２百万円増加しました。流動資産では、主に現金及び預金の増加により、前連結会計年度と比べ２

億９千２百万円増加しました。一方、固定資産では、主に有形固定資産及び賃貸不動産が減価償却費等

により、前連結会計年度末と比べ１億３千９百万円減少しました。 

 負債は、84億６千２百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億４千５百万円増加しました。流動負

債では、主に短期借入金及び流動負債その他の増加により、前連結会計年度末と比べ４億４千６百万円

増加しました。また、固定負債では、主に長期借入金の減少により、前連結会計年度末と比べ２億円減

少しました。 

 純資産は、79億１千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ９千２百万円減少しました。内訳は、

主にその他有価証券評価差額金及び少数株主持分が減少したことによるものです。 

  

通期の見通しにつきましては、大震災の影響が残るなかで、自動車、半導体関連の生産の回復や復興

需要が徐々に出始めており、第２四半期以降は回復の動きが強まるものの、欧米の財政・金融危機の深

刻化や円高の進行など経済環境の不安定要因もあり、先行きは不透明な状況が続くものと思われます。 

 このような中、当第１四半期におきましては、売上面では概ね計画通り進んだものの、損益面におい

て原材料の高騰や円高の影響を受け、業績が大きく低迷いたしましたが、原材料価格スライドによる販

売価格の改訂や原価低減策の推進、また海外子会社においては、海外市場での拡販施策及び経営改善策

の継続的な取り組みなどにより業績は回復傾向にあり、第２四半期累計期間及び通期の業績予想につき

ましては、現時点では平成23年５月11日に発表した業績予想を据え置くことといたします。 

  

  

１．当四半期決算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

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,476 2,847

受取手形及び売掛金 3,383 3,290

商品及び製品 443 462

仕掛品 1,149 1,303

原材料及び貯蔵品 915 832

繰延税金資産 1 2

その他 387 311

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 8,753 9,045

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,388 2,333

機械装置及び運搬具（純額） 1,083 1,066

工具、器具及び備品（純額） 69 68

土地 292 292

リース資産（純額） 3 3

建設仮勘定 120 135

有形固定資産合計 3,958 3,898

無形固定資産

のれん 45 41

リース資産 21 19

その他 6 6

無形固定資産合計 73 68

投資その他の資産

投資有価証券 1,748 1,694

賃貸不動産（純額） 1,611 1,599

その他 110 103

貸倒引当金 △27 △26

投資その他の資産合計 3,444 3,369

固定資産合計 7,476 7,336

資産合計 16,229 16,382
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,514 1,602

短期借入金 2,734 2,857

リース債務 10 10

未払法人税等 27 9

賞与引当金 290 166

役員賞与引当金 21 5

その他 407 800

流動負債合計 5,005 5,451

固定負債

長期借入金 1,441 1,271

リース債務 16 14

繰延税金負債 948 913

退職給付引当金 517 522

資産除去債務 25 25

その他 262 263

固定負債合計 3,211 3,010

負債合計 8,217 8,462

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 2,990 2,975

自己株式 △279 △280

株主資本合計 7,448 7,433

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 482 440

為替換算調整勘定 △240 △245

その他の包括利益累計額合計 241 194

新株予約権 20 22

少数株主持分 301 269

純資産合計 8,012 7,919

負債純資産合計 16,229 16,382
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日

 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年６月30日)

売上高 2,885 3,144

売上原価 2,304 2,611

売上総利益 580 532

販売費及び一般管理費 481 574

営業利益又は営業損失（△） 98 △41

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 13 16

持分法による投資利益 11 0

不動産賃貸料 60 61

雑収入 14 24

営業外収益合計 99 103

営業外費用

支払利息 19 17

不動産賃貸原価 33 34

為替差損 19 －

環境対策費 21 －

雑支出 8 5

営業外費用合計 103 58

経常利益 95 4

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 99 4

法人税、住民税及び事業税 3 4

法人税等調整額 △7 △6

法人税等合計 △3 △2

少数株主損益調整前四半期純利益 103 6

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △27

四半期純利益 101 33
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日

 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 103 6

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △103 △41

為替換算調整勘定 △28 △20

持分法適用会社に対する持分相当額 20 10

その他の包括利益合計 △111 △51

四半期包括利益 △8 △45

親会社株主に係る四半期包括利益 △6 △13

少数株主に係る四半期包括利益 △2 △32
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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
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