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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（１）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 ％

25年３月期第２四半期 1,752 △ 17.5 △ 166 ― △ 160 ― △ 169 ―

24年３月期第２四半期 2,123 △ 15.0 △ 1 ― △ 13 ― △ 23 ―

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

25年３月期第２四半期 △ 7 .31 ―

24年３月期第２四半期 △ 1 .03 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 4,900 2,472 50.5

24年３月期 5,354 2,670 49.9

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 2,472百万円 24年３月期 2,670百万円

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

24年３月期 ― ― ― 0 .00 0 .00

25年３月期 ― ―

25年３月期(予想) ― 0 .00 0 .00

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

(％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,686 △ 8.8 △ 145 ― △ 148 ― △ 160 ― △ 6 .93



  

 

 
(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別す

ることが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）

に関する事項」（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

 
  

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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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、添付資料Ｐ.３「１．当四半期決算に

関する定性的情報」（３）業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年3月期２Ｑ 23,380,012株  24年3月期 23,380,012株

② 期末自己株式数 25年3月期２Ｑ 159,459株  24年3月期 158,729株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期２Ｑ 23,220,803株  24年3月期２Ｑ 23,230,860株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、消費の持ち直しや企業収益の向上等緩やかな改善は見

られたものの、海外経済の減速、円高の継続等の問題もあり、先行き不透明な状況が続きました。  

 当社を取り巻く環境は、ＬＥＤ照明の普及による照明用部材の減少、円高継続による交易条件の悪

化、海外経済減速に伴う価格競争の一段の激化等、一段と厳しい状況で推移しました。  

 このような状況下当社は、引き続き新規製品の開発に注力するとともに、コスト低減による価格競争

力の強化に取り組んでまいりました。  

 しかしながら、照明用線条製品、タングステン加工品、レンジ用モリブデン加工品が引き続き減少し

たことに加えて、自動車用電極等の売上も低迷しました。  

 この結果、売上高は1,752百万円、前年同四半期対比17.5％の減収となりました。  

 損益面では、労務費、経費の削減を進めたものの売上の落ち込みをカバーできず、166百万円の営業

損失(前年同四半期累計期間は１百万円の営業損失)となりました。  

 営業外損益は支払利息、為替差損の減少等により前年同四半期累計期間に比べて17百万円改善しまし

たが、経常損失は160百万円 (前年同四半期累計期間は13百万円の経常損失)となりました。  

 また、固定資産売却益１百万円を特別利益に計上し、遊休土地の時価下落に伴う減損損失６百万円、

投資有価証券評価損等を特別損失に計上した結果、四半期純損失は169百万円(前年同四半期累計期間は

23百万円の四半期純損失)となりました。  

 セグメント区分別の状況は、次のとおりであります。  

（電気・電子）  

 タングステン・モリブデン製品は、タングステン加工品、レンジ用モリブデン加工品、タングステン

及びモリブデン線条製品が減少し、売上高は886百万円（前年同四半期対比21.5％減）となりました。 

 合金及び電気・電子部品は、光通信用タングステン合金の減少により売上高303百万円（前年同四半

期対比5.8％減）となりました。  

 その他の製品は、売上高434百万円（前年同四半期対比19.1％減）となりました。  

 この結果、電気・電子合計は売上高1,624百万円（前年同四半期対比18.3％減）となり、営業損失は

164百万円（前年同四半期累計期間は15百万円の営業利益）となりました。  

（超硬合金）  

 超硬合金の売上高は127百万円（前年同四半期対比5.4%減）となり、営業損失は１百万円（前年同四

半期累計期間は17百万円の営業損失）となりました。  

  

（流動資産）  

 当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、2,690百万円（前事業年度末は3,032百万円）と

なり、342百万円減少しました。  

 現金及び預金が289百万円減少、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品等のたな卸資産が145百万

円減少したこと等が主な要因であります。  

（固定資産）  

 当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、2,210百万円（前事業年度末は2,321百万円）と

なり、111百万円減少しました。  

 有形固定資産が48百万円減少、無形固定資産が２百万円減少、投資その他の資産が60百万円減少した

こと等が主な要因であります。  

（流動負債）  

 当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,527百万円（前事業年度末は1,672百万円）と

なり、144百万円減少しました。  

 支払手形及び買掛金が21百万円増加、短期借入金が75百万円減少、本社移転損失引当金が17百万円減

少したこと等が主な要因であります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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（固定負債）  

 当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、900百万円（前事業年度末は1,012百万円）とな

り、111百万円減少しました。  

 長期借入金が142百万円減少したこと等が主な要因であります。  

（純資産）  

 当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、2,472百万円（前事業年度末は2,670百万円）とな

り、197百万円減少しました。  

 四半期純損失169百万円、その他有価証券評価差額金が28百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

  

 平成25年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の状

況を踏まえて、平成24年５月９日付「平成24年３月期 決算短信」にて公表した業績予想を修正いたし

ました。  

 詳細につきましては、本日別途公表いたしました「第２四半期業績予想との差異及び通期業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

 これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

3

東邦金属㈱（5781）　平成25年３月期　第２四半期決算短信（非連結）



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 813,160 523,560

受取手形及び売掛金 998,329 991,324

商品及び製品 86,509 93,896

仕掛品 722,217 624,844

原材料及び貯蔵品 374,262 318,772

その他 46,480 146,481

貸倒引当金 △8,107 △8,248

流動資産合計 3,032,852 2,690,631

固定資産   

有形固定資産   

土地 885,160 878,320

その他（純額） 842,474 800,343

有形固定資産合計 1,727,635 1,678,663

無形固定資産 27,316 25,082

投資その他の資産   

その他 584,492 524,630

貸倒引当金 △17,818 △18,053

投資その他の資産合計 566,674 506,577

固定資産合計 2,321,626 2,210,324

資産合計 5,354,478 4,900,956

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 429,637 451,547

短期借入金 913,100 838,100

未払法人税等 11,588 7,601

賞与引当金 69,740 58,697

本社移転損失引当金 17,090 －

その他 230,969 171,543

流動負債合計 1,672,126 1,527,490

固定負債   

長期借入金 618,300 475,500

退職給付引当金 262,346 242,545

役員退職慰労引当金 71,130 59,275

その他 60,291 123,455

固定負債合計 1,012,068 900,775

負債合計 2,684,194 2,428,266
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,531,828 2,531,828

資本剰余金 237,794 237,794

利益剰余金 △172,262 △341,914

自己株式 △24,295 △24,360

株主資本合計 2,573,065 2,403,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97,365 69,271

繰延ヘッジ損益 △147 70

評価・換算差額等合計 97,218 69,341

純資産合計 2,670,283 2,472,690

負債純資産合計 5,354,478 4,900,956
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,123,846 1,752,468

売上原価 1,752,026 1,603,058

売上総利益 371,820 149,409

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 122,382 85,650

賞与引当金繰入額 17,841 13,239

役員退職慰労引当金繰入額 9,475 7,925

退職給付費用 15,510 12,888

減価償却費 12,153 18,968

貸倒引当金繰入額 593 141

その他の一般管理費 195,368 176,995

販売費及び一般管理費合計 373,324 315,808

営業損失（△） △1,504 △166,399

営業外収益   

受取利息及び配当金 7,466 7,547

助成金収入 13,120 14,326

その他 3,371 2,330

営業外収益合計 23,957 24,204

営業外費用   

支払利息 17,477 13,486

その他 18,310 5,230

営業外費用合計 35,787 18,716

経常損失（△） △13,334 △160,911

特別利益   

固定資産売却益 － 1,699

受取保険金 7,119 －

特別利益合計 7,119 1,699

特別損失   

減損損失 6,470 6,840

投資有価証券評価損 1,492 154

ゴルフ会員権評価損 － 150

固定資産除却損 6,411 －

特別損失合計 14,373 7,144

税引前四半期純損失（△） △20,588 △166,357

法人税、住民税及び事業税 3,603 3,603

法人税等調整額 △295 △308

法人税等合計 3,308 3,295

四半期純損失（△） △23,896 △169,652
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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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