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株主の皆様へ

　株主の皆様にはますますご清栄のことと存じ上げます。
　平素は格別のご支援とご高配を賜り有難く厚くお礼申し
上げます。

　さて、当社はこのたび、半年に一度お届けをしておりま
した「報告書」に加え、情報発信の充実の観点から、四半
期の業績についての「報告書」もお届けすることといたし
ました。
　第86期第1四半期が終了いたしましたので、ここに概況
をご報告いたします。

　当第1四半期の業績は売上高9,711百万円（前年同四半
期比58.9％増）、営業利益172百万円（前年同四半期は
764百万円の損失）、経常利益151百万円（前年同四半期
は802百万円の損失）、四半期純利益は170百万円（前年
同四半期は832百万円の損失）、1株当たり四半期純利益1
円16銭となり、増収増益となりました。

　当社グループを取り巻く環境は依然厳しい状況でありま
すが、以下の第86期からの中期計画の重点項目を実施し、
経営基盤の強化を図ってまいります。

①　顧客ニーズに対応した高品質な商品の提供
②　環境やエネルギーなど成長分野への進出
③　中国やインドなど新興国の需要の取込み
④　変動する原材料価格への迅速な対応

　株主の皆様への情報発信を充実させていきたいと考えて
おりますので、引き続き一層のご指導とご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。
 平成22年9月

代表取締役社長

大西 功一

売 上 高 （対前年同四半期比）58.9％増

9,711百万円

経常利益 前年同四半期は802百万円の損失

151百万円

四半期純利益 前年同四半期は832百万円の損失

170百万円

1株当たり四半期純利益
1円16銭

注記事項　※ 本報告書は平成22年7月30日発表の第1四半期決算短信の数値、
文章を基に作成しております。その後に公表される可能性がある
訂正情報や業績予想の修正情報や決算の詳細につきましては金融
庁EDINET、当社ホームページ「IR情報」掲載資料にてご確認く
ださい。
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特殊鋼部門 7,541百万円（77.7％）

堅調なHDD需要や自動車関連向けの回復に加え、工具鋼
や産業機械向けで在庫調整が進展したことにより、売上高
は7,541百万円（前年同四半期比48.9％増）と増加いた
しました。また営業利益につきましては、40百万円（前年
同四半期は592百万円の損失）となりました。

鋳鉄部門 1,728百万円（17.8％）

輸出需要を背景としたトラック関連や建設機械向け需要な
どの回復により、売上高は1,728百万円（前年同四半期
比125.1％増）と増加いたしました。営業利益につきまし
ては、129百万円（前年同四半期は87百万円の損失）
となりました。

金型・工具部門 441百万円（4.5％）

自動車関連向け金型部品の需要回復に加え、工具製品
等の在庫調整が進展したことにより、売上高は441百万円
（前年同四半期比58.1％増）と増加いたしました。また
営業利益につきましても、3百万円（前年同四半期は85
百万円の損失）となりました。

セグメント別概況 業績の予想について

■第86期業績予想

　わが国経済は持ち直しの動きを示しておりますが、取り

巻く環境は依然厳しい状況にあります。当社グループは更

なる業績の改善に努めてまいりますが、足元では世界経済

の先行きや円高、政策効果の息切れなど見極めが必要なリ

スクへの懸念が強まっております。

　平成22年4月28日に発表いたしました第2四半期連結累

計期間および通期の業績予想につきましては、現時点にお

いて変更はありません。

売上高

39,600 百万円

営業利益

1,170 百万円

経常利益

1,030 百万円

当期純利益

910 百万円

1株当たり当期純利益

6円21銭17.8％

77.7％

4.5％

●特殊鋼 7,541百万円
●鋳鉄 1,728百万円
●金型・工具 441百万円

売上高構成比



業績の推移
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※ 当期の配当につきましては、今後の需要動向など
経営環境が不透明であるため、現時点では未定と
させていただきます。
　 なお、業績予想の修正および配当予想につきまし
ては、開示が可能となった時点で速やかにお知ら
せいたします。

売上高 経常利益

四半期（当期）純利益 1株当たり四半期（当期）純利益

（百万円） 13,908 6,113 9,711
（百万円） 48,747 29,691 39,600

（百万円） 137 △832 170
（百万円） △1,560 △2,043 910

（百万円） 250 △802 151
（百万円） △224 △2,003 1,030

（円） 0.94 △5.68 1.16
（円） △10.64 △13.93 6.21

配当状況

1株当たり配当金（円） 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当率
（年間）

中間期末 期末 年間 （百万円） （％） （％）

第86期 未定 未定 未定 － － －

第85期 0.00 0.00 0.00 － － －

第84期 0.00 1.50 1.50 220 － 1.1

第83期 0.00 3.50 3.50 513 27.6 2.4



〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル8階
Tel.03-5687-6023（代）　Fax.03-5687-6047

URL：http://www.koshuha.co.jp

当社のホームページでも詳しい情報を同時
に開示しております。ぜひ併せてご覧ください。

http://www.koshuha.co.jp
検 索検 索日本高周波
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事 業 年 度

定 時 株 主 総 会

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

1単元の株式数

公 告 方 法

毎年4月1日から3月31日まで

毎年6月中に開催

〒103-8670　東京都中央区八重洲1-2-1
みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部

1,000株

電子公告により行います。
公告掲載URL http://www.koshuha.co.jp
ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない
場合は、日本経済新聞に掲載します。

株主メモ
証券会社に

口座をお持ちの場合
特別口座の
場合

郵便物送付先

お取引の
証券会社に
なります

〒168-8507
東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社証券代行部

電話
お問い合わせ先

0120-288-324
（フリーダイヤル）

お取扱店

みずほ信託銀行株式会社
全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社
本店及び全国各支店

郵便物送付先・電話お問い合わせ先・お取扱店

IRトップページ

　ご所有株式が、「特別口座」で管理されています。
　「特別口座」とは、証券会社にお預けされていない
株式を管理するために、当社が特別に開設した口座
です。特別口座では単元株式の売買ができないなど、
制約があります。証券会社の口座へ移管することを
お奨めいたします。
　まだ特別口座にお預けのままの株式があるかもし
れませんので、今一度お預け先をご確認ください。
＜特別口座に関するお問い合わせ先＞
〒103-8670　東京都中央区八重洲1-2-1
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
℡0120-288-324（フリーダイヤル）

● 証券会社にお預けされていない株式に
ついて


