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(百万円未満切捨て)

１． 2020年３月期第２四半期の業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 2,008 7.1 △14 ― △2 ― △8 ―

2019年３月期第２四半期 1,876 1.3 58 △36.5 65 △53.2 50 △59.8
　

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

2020年３月期第２四半期 △3.55 ―

2019年３月期第２四半期 21.71 ―

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第２四半期 4,815 2,254 46.8

2019年３月期 5,006 2,291 45.8

(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 2,254 百万円 2019年３月期 2,291 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

2019年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

2020年３月期 ― ―

2020年３月期(予想) ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2020年３月期の業績予想（2019年４月１日～2020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 4,250 2.2 100 △30.7 92 △42.6 70 △5.8 30.19

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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

（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) 2020年３月期２Ｑ 2,338,001株 2019年３月期 2,338,001株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 19,195株 2019年３月期 19,033株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 2,318,889株 2019年３月期２Ｑ 2,319,075株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 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、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）業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期累計期間（2019年４月１日～2019年９月30日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続き緩

やかな回復基調が続いていましたが、中国をはじめとする海外経済の減速を受け、輸出や生産の落ち込みによる企業業

績に影響が見え始め、景気の後退感が漂い始めています。

　海外においても、長期化する米中の貿易摩擦や英国のＥＵ離脱交渉の難航等により不安定な情勢が続いており、景気

の下振れリスクが一層高まっております。

　このような状況下、当社は安定した利益の確保を最重要課題に掲げ、売上高の確保及び材料歩留改善、生産性改善、

購入価格低減、固定費削減などの原価低減活動に注力しました。

　当社の業績に大きな影響がある主要材料価格は、前年同四半期に比べ、ＡＰＴ（タングステン材料）は25％下落、

MoO3（モリブデン材料）は２％上昇、自動車用電極材料のイリジウムは９％上昇で推移しました。

　売上高は、第２四半期に入り半導体市場の落ち込みによるタングステン・モリブデン製品の減少や前期に引き続き電

子レンジ用部品販売の減少がありましたが、自動車用電極部品において販売量の増加及び市況価格連動に伴う販売価格

の上昇により、2,008百万円（前年同四半期 1,876百万円）と前年同四半期比7.1％増加となりました。

　損益面は、引き続き原価低減活動に注力し、電子レンジ用部品販売の減少やタングステン・モリブデン製品の販売の

減少に対し、固定費の削減に努めましたが未達成に終わり、営業損失は14百万円（前年同四半期 営業利益58百万円）、

経常損失は２百万円（前年同四半期 経常利益65百万円）、四半期純損失は８百万円（前年同四半期 四半期純利益50

百万円）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・モリブデン製品の売上高は、７月以降半導体市場の急激な落ち込みにより、690百万円（前年同四半期

785百万円）と12.1％の減収となりました。

　合金及び電気・電子部品の売上高においても、半導体市場の落ち込みによるタングステン・モリブデン製品の販売減

少により、330百万円（前年同四半期 341百万円）と3.3％の減収となりました。

　その他製品は、自動車用電極部品において販売量の増加及び市況価格連動に伴う販売価格の上昇により、売上高は774

百万円（前年同四半期 524百万円）と47.8％の増収となりました。

　この結果、電気・電子合計の売上高は1,795百万円（前年同四半期 1,651百万円）と8.7％の増収となりましたが、タ

ングステン・モリブデン製品や合金及び電気・電子部品の販売減に固定費の削減が追いつかず、営業損失0百万円（前年

同四半期 営業利益66百万円）となりました。

（超硬合金）

　超硬合金は、都市土木用工具の販売を伸ばしましたが、軟弱地層でのトンネル工事の補助用工具は工期の遅れによる

販売減により、売上高は213百万円（前年同四半期 224百万円）と5.2％の減収となり、営業損失13百万円（前年同四半

期 営業損失８百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

　当第２四半期会計期間末における流動資産は2,802百万円（前事業年度末 3,028百万円）となり、226百万円減少しま

した。主たる要因は、受取手形及び売掛金の減少268百万円及び電子記録債権の増加57百万円によるものであります。

（固定資産）

　当第２四半期会計期間末における固定資産は2,012百万円（前事業年度末 1,977百万円）となり、35百万円増加しま

した。主たる要因は、有形固定資産の増加76百万円及び投資有価証券の減少41百万円によるものであります。

（流動負債）

　当第２四半期会計期間末における流動負債は1,457百万円（前事業年度末 1,693百万円）となり、235百万円減少しま

した。主たる要因は、電子記録債務の減少120百万円、その他の減少64百万円、短期借入金の減少30百万円、支払手形及

び買掛金の減少11百万円及び未払法人税等の減少11百万円によるものであります。

（固定負債）

　当第２四半期会計期間末における固定負債は1,102百万円（前事業年度末 1,021百万円）となり81百万円増加しまし

た。主たる要因は、長期借入金の増加110百万円及び役員退職慰労引当金の減少30百万円によるものであります。
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（純資産）

　当第２四半期会計期間末における純資産は2,254百万円（前事業年度末 2,291百万円）となり37百万円減少しまし

た。主たる要因は、四半期純損失８百万円及び評価・換算差額等の減少29百万円によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2020年３月期の業績予想につきましては、2019年５月14日に発表いたしました通期の業績予想の数値を据え置いてお

ります。

　2020年３月期の業績予想に対して、当第２四半期に入り半導体市場の落ち込みによるモリブデン・タングステン製品

の急激な落ち込み、及びトンネル工事の遅れによる超硬合金の販売低迷により、第２四半期累計期間の業績は当初計画

を大きく下回っておりますが、今後の販売数量の変動、その他施策の検討実施等により、業績が大きく変動する要素が

あり、現在、今後の受注情報を鋭意、精査中であります。今後、業績動向を踏まえ、通期予想の修正が必要な場合には

速やかにお知らせいたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 332,316 301,919

受取手形及び売掛金 1,224,890 956,155

電子記録債権 155,103 212,408

商品及び製品 68,092 69,062

仕掛品 792,465 747,642

原材料及び貯蔵品 439,857 462,902

その他 32,064 52,460

貸倒引当金 △16,161 △233

流動資産合計 3,028,630 2,802,318

固定資産

有形固定資産

土地 782,785 782,785

その他（純額） 512,782 589,764

有形固定資産合計 1,295,567 1,372,550

無形固定資産 18,600 15,713

投資その他の資産

投資有価証券 570,733 529,314

その他 105,149 107,836

貸倒引当金 △12,432 △12,482

投資その他の資産合計 663,450 624,668

固定資産合計 1,977,618 2,012,933

資産合計 5,006,249 4,815,251

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 226,570 215,295

電子記録債務 326,267 205,496

短期借入金 770,545 740,000

未払法人税等 26,503 15,389

賞与引当金 68,066 70,675

その他 275,399 211,142

流動負債合計 1,693,353 1,457,999

固定負債

長期借入金 540,000 650,000

退職給付引当金 245,820 252,660

役員退職慰労引当金 100,615 69,670

その他 134,567 130,410

固定負債合計 1,021,002 1,102,740

負債合計 2,714,355 2,560,740
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019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 △758,138 △766,365

自己株式 △27,474 △27,605

株主資本合計 1,984,009 1,975,652

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 307,884 278,859

評価・換算差額等合計 307,884 278,859

純資産合計 2,291,894 2,254,511

負債純資産合計 5,006,249 4,815,251
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 1,876,450 2,008,787

売上原価 1,545,601 1,765,290

売上総利益 330,849 243,496

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 85,101 94,747

賞与引当金繰入額 14,559 17,999

役員退職慰労引当金繰入額 8,350 7,525

退職給付費用 4,423 5,300

減価償却費 10,627 8,556

貸倒引当金繰入額 1,565 △15,912

その他の一般管理費 147,977 139,769

販売費及び一般管理費合計 272,605 257,987

営業利益又は営業損失（△） 58,243 △14,490

営業外収益

受取利息及び配当金 11,601 16,159

その他 3,393 2,375

営業外収益合計 14,995 18,534

営業外費用

支払利息 5,940 6,116

その他 1,357 767

営業外費用合計 7,298 6,883

経常利益又は経常損失（△） 65,940 △2,839

特別損失

固定資産除却損 - 1,784

特別損失合計 - 1,784

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 65,940 △4,623

法人税、住民税及び事業税 15,582 3,603

法人税等合計 15,582 3,603

四半期純利益又は四半期純損失（△） 50,358 △8,227
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2019年10月30日 11時05分 9ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）


