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(百万円未満切捨て)

１. 平成23年３月期第２四半期の業績（平成22年４月1日～平成22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 ％

23年３月期第２四半期 2,497 19.0 136 ― 93 ― 78 ―

22年３月期第２四半期 2,099 △43.8 △85 ― △109 ― △109 ―

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２四半期 3 .37 ―

22年３月期第２四半期 △4 .68 ―

 (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２四半期 6,599 2,915 44.2 125.30

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２四半期 2,915百万円 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. 平成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、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 4,800 4.6 233 251.6 181 978.7 123 873.1 5 29



  

 

 
（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２Ｑ 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２Ｑ 108,148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２Ｑ 23,272,835株 22年３月期2Ｑ 23,276,011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２四半期累計期間のわが国経済は、新興国向け輸出の増加に支えられ、引き続き回復基調を維持

したものの、円高の進展、欧米経済・中国経済の減速、エコカー補助金終了による反動減等、景気の先

行き悪化懸念が高まる状況となりました。  

 当社を取り巻く環境については、自動車関連、半導体用電子部品等は引き続き堅調に推移する一方

で、中国向けの輸出が鈍化する等好不調が混在する不安定な状況で推移いたしました。  

 この結果、売上高は2,497百万円、前年同四半期累計期間対比19.0％の増収にとどまりました。  

 損益面では、原材料の購入価格高騰が損益圧迫要因となり、営業利益は136百万円(前年同四半期累計

期間は85百万円の営業損失)となりました。  

 円高の進行による為替差損16百万円、遊休資産管理費９百万円の計上等によって経常利益は93百万円

(前年同四半期累計期間は109百万円の経常損失)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下

落による減損損失９百万円、ゴルフ会員権評価損１百万円、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78百万円(前年同四半期累計期間は109百万円の四半

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、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

棒が大幅に減少し、その他の製品は半導体向けを中心に回復傾向が続いたものの、売上高は1,419百万

円となりました。  

 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406百万円となりました。

その他の製品は、自動車用電極が増加し、売上高518百万円となりました。  

 この結果、電気・電子合計は売上高2,345百万円となり、営業利益は150百万円となりました。  

（超硬合金）  

 超硬合金は、地盤改良用工具の海外向け需要の減少により、売上高は152百万円となり、営業損失は

13百万円となりました。  

  

 当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ403百万円減少して6,599百万円となりまし

た。  

 現金及び預金が314百万円の減少、有形固定資産が62百万円減少、投資有価証券が期末時価評価によ

り59百万円減少、保険積立金が70百万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435百万円減少して3,683百万円となりました。  

 短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が174百万円減少、未払金が81百万円減少、設備関係支

払手形が55百万円減少、長期借入金が182百万円減少したこと等が主な要因であります。  

 純資産は、当第２四半期累計期間の純利益78百万円等により株主資本が78百万円増加し、その他有価

証券評価差額金が46百万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31百万円増加の

2,915百万円となり、自己資本比率は44.2%となりました。   

 当第２四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314百万円減少し、1,134百万円となりました。 

 当第２四半期累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166百万円となり、前年同四半期累計期間に比べ353百万円増加しまし

た。  

 前年同四半期累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

期累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

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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等の特殊な資金減少要因がありましたが、当第２四半期累計期間においては当該資金減少要因がなくな

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92百万円となり、前年同四半期累計期間に比べ31百万円増加しました。  

 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388百万円となり、前年同四半期累計期間に比べ1,067百万円増加しまし

た。  

 前年同四半期累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

しましたが、当第２四半期累計期間においては長期借入金の約定弁済、短期借入金の一部返済を実施し

たことによるものであります。  

  

 平成23年３月期通期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業績予想の数値

からの変更はありません。 

  

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1,001千円減少し、税引前

四半期純利益は2,827千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計

上額は21,737千円（うち、環境対策引当金からの振替額は9,050千円）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２四半期会計期間末
(平成22年９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 1,134,564 1,449,015

受取手形及び売掛金 1,308,625 1,352,248

商品及び製品 95,604 106,313

仕掛品 1,052,763 922,340

原材料及び貯蔵品 567,133 503,822

その他 50,482 84,764

貸倒引当金 △9,848 △15,474

流動資産合計 4,199,326 4,403,032

固定資産

有形固定資産

土地 891,630 901,460

その他（純額） 940,430 993,512

有形固定資産合計 1,832,060 1,894,972

無形固定資産 9,950 9,755

投資その他の資産

その他 582,369 719,800

貸倒引当金 △24,342 △24,438

投資その他の資産合計 558,026 695,362

固定資産合計 2,400,037 2,600,090

資産合計 6,599,364 7,003,122

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 656,388 600,738

短期借入金 1,276,100 1,451,000

未払法人税等 8,893 7,723

賞与引当金 60,379 60,030

その他 145,512 224,167

流動負債合計 2,147,273 2,343,659

固定負債

長期借入金 1,058,200 1,240,500

退職給付引当金 372,976 395,440

役員退職慰労引当金 51,535 86,180

環境対策引当金 2,393 11,880

その他 51,130 41,116

固定負債合計 1,536,235 1,775,117

負債合計 3,683,508 4,118,777
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９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 91,032 12,640

自己株式 △19,872 △19,696

株主資本合計 2,840,783 2,762,567

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 75,072 121,777

評価・換算差額等合計 75,072 121,777

純資産合計 2,915,855 2,884,344

負債純資産合計 6,599,364 7,003,122
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,099,321 2,497,836

売上原価 1,875,466 2,059,403

売上総利益 223,854 438,433

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 73,548 93,332

賞与引当金繰入額 30,793 12,467

役員退職慰労引当金繰入額 4,220 7,885

退職給付費用 27,848 12,159

貸倒引当金繰入額 13,974 －

減価償却費 14,942 10,130

その他の一般管理費 143,961 165,507

販売費及び一般管理費合計 309,289 301,482

営業利益又は営業損失（△） △85,434 136,950

営業外収益

受取利息及び配当金 5,679 5,827

助成金収入 5,546 －

その他 14,794 5,561

営業外収益合計 26,020 11,389

営業外費用

支払利息 24,447 24,101

為替差損 14,939 16,590

その他 10,855 14,450

営業外費用合計 50,241 55,141

経常利益又は経常損失（△） △109,655 93,198

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 5,722

固定資産売却益 － 449

特別利益合計 － 6,171

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

ゴルフ会員権評価損 － 1,675

特別損失合計 － 13,331

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △109,655 86,038

法人税、住民税及び事業税 4,119 3,603

法人税等調整額 △4,734 4,043

法人税等合計 △615 7,646

四半期純利益又は四半期純損失（△） △109,039 78,392
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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２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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
（△）

△109,655 86,038

減価償却費 115,787 118,256

減損損失 － 9,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,751 △5,722

賞与引当金の増減額（△は減少） △828 349

退職給付引当金の増減額（△は減少） 64,166 △22,464

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,260 △34,645

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △252,808 －

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △9,487

受取利息及び受取配当金 △5,679 △5,827

支払利息 24,447 24,101

固定資産売却損益（△は益） － △449

固定資産除却損 1,610 1,837

ゴルフ会員権評価損 － 1,675

売上債権の増減額（△は増加） △272,483 43,623

たな卸資産の増減額（△は増加） 338,016 △183,024

仕入債務の増減額（△は減少） 205,683 111,527

未払金の増減額（△は減少） △372,949 △13,112

その他 29,812 50,454

小計 △257,387 172,961

法人税等の支払額 △11,972 △9,112

法人税等の還付額 82,640 2,799

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,719 166,648

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 △38,337 △169,165

有形固定資産の売却による収入 240 450

投資有価証券の取得による支出 △639 △545

利息及び配当金の受取額 5,679 5,827

その他 △27,758 71,385

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,815 △92,048

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 △200,000

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 △102,000 △157,200

利息の支払額 △27,516 △23,204

配当金の支払額 △161 △571

自己株式の取得による支出 △248 △176

リース債務の返済による支出 △40,825 △7,358

財務活動によるキャッシュ・フロー 679,249 △388,511

現金及び現金同等物に係る換算差額 △802 △540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 430,912 △314,450

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 1,470,340 1,134,564

東邦金属㈱（5781）　平成23年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

7



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２四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、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 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

３ 記載金額には消費税等は含まれておりません。 

４ 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２四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

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２四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
 (注)  １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

     ２ 輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりであります。 

 
  ３ 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。 

 
  ４ 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。 

 
  ５ 記載金額には消費税等は含まれておりません。 

  ６ 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

セグメントの名称 生産高(千円)
対前年同四半期
増減率(％)

電気・電子 2,279,780 ―

超硬合金 140,332 ―

合 計 2,420,112 ―

(2) 受注実績

セグメントの名称 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 2,276,081 ― 342,926 ―

超硬合金 146,727 ― 17,567 ―

合 計 2,422,809 ― 360,494 ―

(3) 販売実績

セグメントの名称 品  種 販売高(千円)
対前年同四半期
増減率(％)

電気・電子

 タングステン製品 568,017 ―

 モリブデン製品 851,753 ―

タングステン・モリブデン製品計 1,419,770 ―

合金及び電気・電子部品 406,570 ―

その他の製品 518,688 ―

電気・電子合計 2,345,029 ―

超硬合金 超硬合金製品 152,807 ―

合  計 2,497,836 ―

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

輸出販売高(千円) 輸出割合(％) 輸出販売高(千円) 輸出割合(％)

498,706 23.8 469,993 18.8

輸出先 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

％ ％

アジア 99.1 94.2

その他 0.9 5.8

合  計 100.0 100.0

相手先
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

日本特殊陶業株式会社 212,808 10.1 440,188 17.6

GENBOND ENTERPRISES 
LIMITED

302,850 14.4 283,791 11.4

京セラ株式会社 ― ― 262,141 10.5

株式会社ケーエフシー 231,144 11.0 ― ―
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