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1. 平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月1日～平成22年６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 ％

23年３月期第１四半期 1,301 32.8 74 ― 56 ― 43 ―

22年３月期第１四半期 979 △47.3 △80 ― △77 ― △76 ―

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 1 .88 ―

22年３月期第１四半期 △3 .29 ―

 (2) 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 6,976 2,890 41.4 124.21

22年３月期 7,003 2,884 41.2 123.93

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 2,890百万円 22年3月期 2,884百万円

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

 23年３月期 ―

 23年３月期(予想) ― ― 0～2 00 0～2 00

3. 23年３月期の業績予想（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２四半期累計期間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２四半期累計期間 2,400 14.3 144 ― 118 ― 64 ― 2 75

通 期 4,800 4.6 233 251.6 181 978.7 123 873.1 5 28



 

 
（注）「四半期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。  

(3) 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、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いませ

ん。 

  

※ 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。 

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。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

（注）簡便な会計処理及び四半期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。

(2) 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 23,380,012株 22年３月期 23,380,012株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 106,704株 22年３月期 106,154株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 23,273,491株 22年３月期１Ｑ 23,276,491株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第１四半期会計期間のわが国経済は、在庫調整の進展と海外経済の成長を背景とした輸出、生産の

増加が続き、企業収益の改善により設備投資に底打ちの兆しがみえる等回復基調が鮮明となりました。

このような環境の下、当社は売上回復と利益率向上に注力するとともに、タングステン製品の生産能

力の回復及び製造技能の継承に取り組んでまいりました。 

この結果、売上高は1,301百万円、前年同四半期会計期間対比32.8％の増収となりました。 

損益面では、一部原材料の購入価格高騰が損益圧迫要因となりましたが、営業利益は74百万円(前年

同四半期会計期間は80百万円の営業損失)となりました。 

円高の進行による為替差損６百万円、遊休資産管理費４百万円の計上等によって経常利益は56百万円

(前年同四半期会計期間は77百万円の経常損失)となりました。  

貸倒実績率の低下による貸倒引当金戻入額５百万円を特別利益に計上し、旧深川工場の土地の時価低

下による減損損失９百万円、資産除去債務会計基準適用に伴う影響額１百万円を特別損失に計上した結

果、四半期純利益は43百万円(前年同四半期会計期間は76百万円の四半期純損失)となりました。 

売上高の部門別状況は、次のとおりであります。  

 タングステン・モリブデン製品は、レンジ用モリブデン加工品、液晶関連蛍光管電極用モリブデン磨

棒が減少したものの、その他の製品は半導体向けを中心に回復傾向が続き、売上高は739百万円(前年同

四半期会計期間対比23.9％増)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が増加し、売上高205百万円(前年同四半期会

計期間対比65.7％増)となりました。その他の製品は、自動車用電極が増加し、売上高295百万円(前年

同四半期会計期間対比175.1％増)となりました。 

 電気・電子部門合計は売上高1,241百万円(前年同四半期会計期間対比49.7％増)となりました。  

 超硬合金部門は、地盤改良用工具の海外向け需要の減少により、売上高は60百万円(前年同四半期会

計期間対比60.1％減)となりました。  

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ26百万円減少して6,976百万円となりまし

た。 

 現金及び預金が101百万円の増加、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品等のたな卸資産が26百万円の減

少、未収入金が29百万円減少、有形固定資産が34百万円減少、投資有価証券の期末時価評価により47百

万円減少したこと等が主な要因であります。  

負債は、前事業年度末に比べ32百万円減少して4,085百万円となりました。 

 支払手形、買掛金等の仕入債務が56百万円増加、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が96百

万円増加、未払金が44百万円減少、設備関係支払手形が32百万円減少、役員退職慰労引当金が39百万円

減少したこと等が主な要因であります。 

 純資産は、当第１四半期会計期間の純利益43百万円等により株主資本が43百万円増加し、その他有価

証券評価差額金が37百万円減少したことにより、純資産合計は前事業年度末に比べ６百万円増加の

2,890百万円となり、自己資本比率は41.4%となりました。 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に

比べ101百万円増加し、1,550百万円となりました。 

当第１四半期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）  

営業活動の結果得られた資金は222百万円となり、前年同四半期会計期間に比べ480百万円増加しまし

た。  

 前年同四半期会計期間に比べ増加した理由は、税引前四半期純利益が改善したこと、また前年同四半

期会計期間は希望退職者への退職金支払による未払金の減少、事業構造改善のための諸施策に伴う支払

等の特殊な資金減少要因がありましたが、当第１四半期会計期間においては当該資金減少要因がなくな

１. 当四半期の業績等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

 ①資産、負債及び純資産の状況

 ②キャッシュ・フローの状況
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ったことによるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動に使用した資金は85百万円となり、前年同四半期会計期間に比べ84百万円増加しました。  

 有形固定資産の取得による支出が増加したことが主な要因であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動に使用した資金は33百万円となり、前年同四半期会計期間に比べ786百万円増加しました。 

 前年同四半期会計期間においては事業構造改善のための諸施策に備えて900百万円の長期借入を実施

したことで借入金残高が大きく増加しましたが、当第１四半期会計期間においては減少したことが要因

であります。  

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月12日に発表いたしました第２四半期累計期

間及び通期の業績予想の数値から変更はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第１四半期会計期間より、「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、営業利益及び経常利益がそれぞれ498千円減少し、税引前四

半期純利益は2,324千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12,687千円であります。  

  

該当事項はありません。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

２. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,550,962 1,449,015

受取手形及び売掛金 1,356,167 1,352,248

商品及び製品 87,513 106,313

仕掛品 951,555 922,340

原材料及び貯蔵品 467,170 503,822

その他 57,204 84,764

貸倒引当金 △10,206 △15,474

流動資産合計 4,460,367 4,403,032

固定資産

有形固定資産

土地 891,630 901,460

その他（純額） 968,707 993,512

有形固定資産合計 1,860,338 1,894,972

無形固定資産 10,416 9,755

投資その他の資産

その他 669,989 719,800

貸倒引当金 △24,365 △24,438

投資その他の資産合計 645,623 695,362

固定資産合計 2,516,378 2,600,090

資産合計 6,976,745 7,003,122

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 624,513 600,738

短期借入金 1,547,600 1,451,000

未払法人税等 4,422 7,723

賞与引当金 90,195 60,030

その他 202,176 224,167

流動負債合計 2,468,907 2,343,659

固定負債

長期借入金 1,128,600 1,240,500

退職給付引当金 386,305 395,440

役員退職慰労引当金 46,710 86,180

環境対策引当金 2,830 11,880

その他 52,538 41,116

固定負債合計 1,616,983 1,775,117

負債合計 4,085,891 4,118,777
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31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 56,310 12,640

自己株式 △19,748 △19,696

株主資本合計 2,806,184 2,762,567

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 84,668 121,777

評価・換算差額等合計 84,668 121,777

純資産合計 2,890,853 2,884,344

負債純資産合計 6,976,745 7,003,122
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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 979,979 1,301,518

売上原価 901,427 1,080,876

売上総利益 78,551 220,641

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 46,756 44,927

賞与引当金繰入額 7,016 7,018

役員退職慰労引当金繰入額 220 3,060

退職給付費用 14,092 5,732

減価償却費 7,229 5,087

貸倒引当金繰入額 10,720 －

その他の一般管理費 72,959 80,463

販売費及び一般管理費合計 158,994 146,289

営業利益又は営業損失（△） △80,443 74,352

営業外収益

受取利息及び配当金 5,497 5,544

助成金収入 5,546 －

その他 9,565 2,633

営業外収益合計 20,609 8,178

営業外費用

支払利息 11,086 12,202

為替差損 － 6,850

その他 6,202 7,462

営業外費用合計 17,288 26,515

経常利益又は経常損失（△） △77,122 56,015

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 5,341

特別利益合計 － 5,341

特別損失

減損損失 － 9,830

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,826

特別損失合計 － 11,656

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △77,122 49,700

法人税、住民税及び事業税 2,059 1,801

法人税等調整額 △2,714 4,228

法人税等合計 △654 6,030

四半期純利益又は四半期純損失（△） △76,468 43,670
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△77,122 49,700

減価償却費 57,352 58,489

減損損失 － 9,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,700 △5,341

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,674 30,165

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,117 △9,135

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,260 △39,470

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △72,990 －

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △9,050

受取利息及び受取配当金 △5,497 △5,544

支払利息 11,086 12,202

固定資産売却損益（△は益） － △99

固定資産除却損 686 887

売上債権の増減額（△は増加） △665 △3,919

たな卸資産の増減額（△は増加） 130,548 26,238

仕入債務の増減額（△は減少） △3,957 56,567

未払金の増減額（△は減少） △349,522 △4,146

その他 37,660 63,695

小計 △246,190 231,069

法人税等の支払額 △11,948 △9,049

営業活動によるキャッシュ・フロー △258,139 222,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,259 △90,178

投資有価証券の取得による支出 △276 △272

利息及び配当金の受取額 5,497 5,544

その他 924 △963

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,112 △85,868

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） △50,000 60,000

長期借入れによる収入 900,000 －

長期借入金の返済による支出 △56,000 △75,300

利息の支払額 △17,152 △14,904

配当金の支払額 △141 △50

自己株式の取得による支出 △124 △52

リース債務の返済による支出 △23,656 △3,687

財務活動によるキャッシュ・フロー 752,924 △33,995

現金及び現金同等物に係る換算差額 △94 △209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 493,577 101,946

現金及び現金同等物の期首残高 1,039,428 1,449,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,533,005 1,550,962
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該当事項はありません。 

  

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) 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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  当第１四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は平均販売価格によっております。 

２ 記載金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
  

  当第１四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 記載金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
  

  当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

   
 (注)  １ 輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりであります。 

 
  ２ 主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりであります。 

 
  ３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
  ４ 記載金額には消費税等は含まれておりません。 

  ５ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

４. 補足情報

(1) 生産実績

事業部門 生産高(千円)
対前年同四半期
増減率(％)

電気・電子部門 1,174,888 41.5

超硬合金部門 58,754 △61.1

合 計 1,233,643 25.7

(2) 受注実績

事業部門 受注高(千円)
対前年同四半期
増減率(％)

受注残高(千円)
対前年同四半期
増減率(％)

電気・電子部門 1,160,721 36.5 332,457 65.7

超硬合金部門 61,850 △63.8 14,268 △66.9

合 計 1,222,571 19.7 346,726 42.3

(3) 販売実績

事業部門 品  種 販売高(千円)
対前年同四半期
増減率(％)

電気・電子部門

 タングステン 295,490 65.6

 モリブデン 444,157 6.1

タングステン・モリブデン部門 739,647 23.9

合金及び電気・電子部品部門 205,718 65.7

その他部門 295,800 175.1

電気・電子部門計 1,241,166 49.7

超硬合金部門 超硬合金部門 60,351 △60.1

合  計 1,301,518 32.8

前第1四半期会計期間 当第1四半期会計期間

輸出販売高(千円) 輸出割合(％) 輸出販売高(千円) 輸出割合(％)

237,934 24.3 249,122 19.1

輸出先 前第1四半期会計期間 当第1四半期会計期間

％ ％

アジア 98.7 96.1

その他 1.3 3.9

合  計 100.0 100.0

相手先
前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

日本特殊陶業株式会社 ― ― 253,782 19.5

GENBOND ENTERPRISES 
LIMITED

140,962 14.4 153,547 11.8

京セラ株式会社 ― ― 138,504 10.6
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