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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績                                （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 127,627 (21.5) 1,483 (82.5) 1,214 (109.4)

17年３月期 105,011 (25.6) 813 (340.7) 580 (464.5)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 583 (69.7) 271 76 － － 18.9 3.6 1.0

17年３月期 343 (△40.9) 170 69 － － 14.9 2.0 0.6

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期 2,146,630株 17年３月期 2,014,170株

③会計処理の方法の変更 無　　　

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 36,660 3,533 9.6 1,625 51

17年３月期 30,634 2,652 8.7 1,236 99

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 2,174,000株 17年３月期 2,144,000株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 △640 △41 1,066 3,679

17年３月期 △449 △1,074 1,517 3,263

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ６社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 63,960 613 307

通　期 134,381 1,176 586

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　242円66銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。



１．企業集団の状況
　当社グループは、当社（アルコニックス株式会社）、子会社６社及び関連会社３社により構成されており、アルミ

ニウム、銅、ニッケル、チタン、タングステン、モリブデン、レアアース・レアメタル等の各種製品並びにそれらの

原材料の輸出、輸入販売を主たる業務とする非鉄金属の専門商社であります。

　また、当社の「その他の関係会社」として、総合商社である双日株式会社があります。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　各事業の主な取扱商品は以下のとおりであります。

事業の種類別セグメ
ントの名称

主要取扱商品 主要関係会社

軽金属・銅製品事業 家電及び航空機・自動車産業向けアルミニウム

製品（圧延品、押出材、鋳鍛造品、加工品、部

品）、飲料缶用、箔用及び印刷版用のアルミニ

ウム板素材並びに伸銅製品（板条管の展伸材、

加工品、部品）等

ALCONIX (THAILAND) LTD.

ALCONIX (SINGAPORE) PTE.LTD.

ALCONIX (SHANGHAI) CORP.

電子・機能材事業 半導体、エレクトロニクス関連材料としての化

合物半導体、プリント配線基盤、バッテリーな

どの電子材料、原子力発電・火力発電、化学工

業機器などに使用されるチタン製品、ニッケル

製品等の機能材、ガリウム、ゲルマニウム、イ

ンジウムなどのレアメタル等

ALCONIX USA,INC.

 チタンスポンジ、レアアース、レアメタルの輸

入販売等

アドバンスト　マテリアル　ジャパン株式会社

非鉄原料事業 アルミニウム二次合金地金、非鉄金属屑、特殊

金属屑、廃家電屑、金属珪素、亜鉛合金塊、マ

グネシウム地金等

 

建設・産業資材事業 バルブ継手、フランジ計器類等の多種配管機材、

銅合金素材、鋳物、金属建具工事、ビル・マン

ションのリニューアル、リフォーム工事等

ALCONIX HONGKONG CORP.,LTD.
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　以上述べた事項を系統図によって示すと、次のとおりであります。

 

（注）１．＊は当社株式を21.67％保有するその他の関係会社であります（平成18年３月31日現在）。

当社は同社経由国内メーカーからの商品仕入及び同社の海外拠点への商品の販売を行って

おります。 

２．○は連結子会社、☆は持分法非適用関連会社であります。 

販 売 先 

(国内・海外メーカー、ユーザー等) 

<国内子会社> 

○ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾏﾃﾘｱﾙ ｼﾞﾔﾊﾟﾝ株式会社 

 

 

<国内関連会社> 

☆ 三高金属産業株式会社 

  

当 
 
 
 
 
 

社

 

 <海外子会社> 

 〇 ALCONIX(THAILAND)LTD. 

 〇 ALCONIX(SINGAPORE)PTE.LTD. 

 〇 ALCONIX HONGKONG CORP.,LTD. 

 〇 ALCONIX USA,INC. 

〇 ALCONIX(SHANGHAI)CORP. 

<海外関連会社> 

☆ 深芝精密部件有限公司 

☆ WINTON INTERNATIONAL 

  INDUSTRIES LTD. 

 
 

その他の関係会社 

* 双日株式会社 

業務委託 

商品の販売 

商品の仕入 

アルコニックスグループ 

商
品
の
販
売 

仕 入 先 

(国内・海外メーカー、サプライヤー等) 

商
品
の
仕
入 

 

 当社の「その他の関係会社」である双日株式会社は、総合商社であります。 
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

  当社グループは、「非鉄金属の取引を通じて、新たな価値を創造し、社会の発展に貢献します。」を企業理念とし、「新

たな素材へ」「新たな市場へ」「新たなサービスへ」「新たな分野へ」をモットーに掲げ、地域社会に留まらず、世界か

ら信頼される企業を目指し活動をおこなっております。

  その企業理念のもと、基盤商権となっているアルミ・銅の取引の維持・拡大はもとより、成長著しい電子・機能材分野

への取組、地球環境問題に対応した資源のリユース・リサイクル事業の構築、並びに中国・アジアを重点地域と位置付け

て、輸出入・三国間取引の拡大、また人材の育成を通じて収益力の向上と経営基盤の強化を図り、「良き企業市民として

の責務を果たす」ことを基本方針としております。

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

  当社は、創立以来未実現であった配当を実現させることを最優先事項と考えており、期末の配当につきましては、１株

当り年間50円の配当を実施する予定です。

  また経営理念に唱えております「株主、取引先、従業員、地域社会との良好な関係を維持し“良き企業市民”としての

責務を果たします。」を念頭に、株主の皆様に積極的、継続的に利益の還元をおこなうと共に、今後の事業展開などを勘

案して内部留保の充実を図り企業体質の強化をさせていくことを基本方針としております。

  なお、会社法施行に伴う当社の配当に関する定款の定めにつきましては、現時点では特段の変更を予定しておりません。 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

  当社は、投資単位の引下げが、投資家の皆様の拡大ならびに株式の流通の活性化を図るために有用な施策の一つである

と認識しております。従って今後とも株価水準及び市場の要請などを十分に勘案しつつ、慎重に検討してまいります。

（４）目標とする経営指標

  当社グループは収益性を高めることが最優先課題と認識しており、平成21年３月期には純利益７億円超を目指してまい

ります。

  また自己資本比率は財務面での安全指標として重視しており、当社グループで早期に２桁に乗せることを目指し、比率

を順次高めて行きたいと考えております。

（５）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループの中期経営計画(２００６年度～２００８年度)は、環境の変化に迅速に対応し、よりスピーディな意思決

定を図る為、期間を３年間として毎年その遂行状況を把握して更新するローリング方式を採用しております。

  電子・機能材事業ではデジタル家電製品・携帯電話等の電子材料及びチタン・ニッケル板等に代表される機能材の拡販

を積極的に行うと共に、レアメタルを中心とした各素材の調達ソース拡充を図り、結果として更なる拡販に繋げたいと考

えております。

  また、環境問題に対応した家電リサイクル事業と自動車リサイクル事業の拡充を目指し、非鉄原料事業の強化を図りた

いと考えております。　

  安定成長が期待される軽金属・銅製品事業については、国内企業の生産拠点シフトが進む中国向けを中心とした輸出拡

大をはじめとして、海外メーカーからの輸入、三国間等の多様な取引形態の中で、商社機能を生かしたダイナミックな展

開を図り、収益拡大を目指します。　

  一方、建設・産業資材事業においては、例えばメーカーの中国展開に呼応した輸入販売や高付加価値商品の開発を通じ

て拡販を図ります。

  尚、海外ネットワークを充実させて商社としての総合力を強化させると共に、海外法人による地場発信型の取引を増や

して、営業力と収益力アップを目指しております。　

更に、各々の事業セグメントにおいて業容拡大を目指し、投融資案件の発掘に努めます。
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 （６）会社の対処すべき課題

① 当社グループの現状の認識について

  今後の経済情勢につきましては、中国の需要増等に起因する原油など資源・素材の高騰及び供給不足の顕在化、また長

期金利や為替動向にも懸念要素があり、楽観はできない状況であると考えております。

  このような状況下、当社グループはステークホルダー(株主・取引先・従業員・地域社会)との良好な関係を維持すると

ともに新たな価値創造企業を目指し、以下の課題に取組んでまいります。 

 ② 当面の対処すべき課題の内容及び取組方針

 (ⅰ) 営業収益力の強化・拡大

(a) 成長著しい電子材料分野への取組を強化してまいります。レアメタル・レアアース・チタンに特化し実績を有する

連結子会社であるアドバンスト マテリアル ジャパン株式会社との連携により相互に持つ機能を活用し新規商品・ビ

ジネスモデルへ挑戦いたします。  

(b) 環境問題に対応した非鉄金属原料にとどまらないリサイクル事業を構築します。日本及び中国を核とした廃家電・

廃自動車のリサイクルモデルの構築を目指します。また、実現に向けては中国などで事業投資も検討します。 

(c) 海外現地法人の設立を梃子に海外ネットワークの活用によりロシア、中国、アメリカ等からの新規仕入れソースの

開拓及び三国間ビジネスにも取組みます。 

(d) 更なる海外ネットワーク充実のため、現在自社拠点のない地域での海外現地法人設立を計画しております。また、

海外現地法人へは地場取引の拡大等を指導し、連結経営での収益の最大化を目指します。 

(e) 人事政策は、平成13年度から導入した成果主義を進化させるとともに専門家集団としての人材の育成に努めます。

(f) 引き続き企業規模拡大及び業容多様化のための投融資案件を発掘します。

（ⅱ）財務体質の強化

  (a) 収益力の強化及び上記の実現により自己資本比率の向上など財務比率の改善を図ります。

  (b) 売掛債権の流動化等の資金調達手段の多様化を検討し、金融機関からの借入コストの軽減を図ります。 

 

(７）親会社等に関する事項

① 親会社等の商号等

 （平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割
合（％）

親会社等が発行する株券が上場されてい
る証券取引所等

双日株式会社

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社

21.67%

（－） 

株式会社東京証券取引所　市場第一部

株式会社大阪証券取引所　市場第一部

　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

② 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

双日株式会社は、平成18年３月31日現在、当社の議決権の21.67%を保有する大株主であり、当社の大口仕入、販売

先であります。

③ 親会社等との取引に関する事項

「関連当事者との取引」の項に記載しているため、記載を省略しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加等に加え、所得の増加や雇用環境

の改善等により個人消費が堅調となり、原油価格動向が与える今後の影響に留意する必要はあるものの、全般的に

は景気回復基調を辿っております。

アジア地域では中国での高成長をはじめとして引き続き景気拡大傾向にあり、米国では金融引締の環境下で、３％

台の経済成長を遂げております。一方、ユーロ圏及び英国では、潜在的なインフレ懸念が残る中、1％台の成長に留

まっております。

  非鉄金属業界は世界経済の回復により需要が増加し、好調な市況が追い風となり、特に自動車などの輸送機械、

デジタル電子機器・電子部品などの電子工業、エアコンなどの民生用電気機械、工場などの民間設備投資の分野に

おいて顕著な拡大を遂げております。

このような経済状況のもとで、当社グループは、需要の旺盛な業種を対象に積極的に営業活動を進めてまいりまし

た。この結果、売上高は127,627,831千円(前年同期比21.5%増)、営業利益1,483,854千円（同82.5%増）、経常利益

1,214,551千円（同109.4%増）、当期純利益583,386千円（同69.7%増）と増収・増益となりました。 

（軽金属・銅製品事業）

  アルミ・銅製品の販売につきましては、通期にわたり輸送機・家電を中心に需要が堅調であったことに加え、

期央よりの原料市況の高騰及び円安が取扱高の増加に貢献いたしました。特に利益率の高い加工品分野での商権

拡大の寄与もあり、売上高49,714,996千円(前年同期比5.5％増)、営業利益390,582千円（同42.3%増）と増収・増

益となりました。

（電子・機能材事業）

  電子・機能材分野では、北米向け無酸素銅、太陽電池用ソーラーケーブルの取扱および世界的な携帯電話市場

の成長に後押しされたリチウムイオン電池ケースの取扱の増加、並びにチタン製品の中国、欧州向け輸出が堅調

であったことにより売上・収益が好調に推移いたしました。レアメタルの分野では、高需要・資源不足の状況下

において、当社子会社であるアドバンスト マテリアル ジャパン㈱が得意としているチタンスポンジ・レアメタ

ルが堅調であったことに加え、新規事業であるタングステン製品の委託加工ビジネスが市場で評価を受け、売上・

収益が増加いたしました。その結果、売上高 37,840,172千円(前年同期比24.1%増)、営業利益 784,643千円(同

111.6%増)と大幅な増収・増益となりました。

（非鉄原料事業）

  アルミ地金及び銅地金の市況(本年度平均）は前年度に比べ各々20.5%、43.6%の大幅な上昇（ロンドン金属取引

所(LME)による）を辿るという環境下において、自動車用アルミダイカスト生産の堅調推移による材料のアルミ合

金塊の需要拡大を背景に、アルミ合金塊・屑の輸入、国内販売が大きく伸長いたしました。また、前年度に取得

した双日金属販売株式会社の営業権が、アルミ合金塊、脱酸塊及び金属珪素等の営業拡大に貢献いたしました。

以上の結果、売上高 28,537,485千円(前年同期比73.3%増)、営業利益 241,437千円（同167.7%増）と大幅な増収・

増益となりました。

（建設・産業資材事業）

  建設関連につきましては、大型工事案件の受注減から売上高が減少したものの、大型アルミ構造物、ダイカス

ト製品の収益アップにより増益となりました。一方、バルブ・継手類の配管機材は、好調な住宅・設備投資を背

景に順調に推移いたしましたが、バルク容器については、需要一巡から減少に転じました。以上の結果、売上

高 13,428,517千円（前年同期比0.7％減）、営業利益 66,518,720千円（同16.2％減）となりました。

　（注）　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であります。従って、所在地別セグメントの業績につきましては、記載

を省略しております。
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(2）財政状態

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、わが国及び世界経済の全般的な回

復基調を背景とした業容拡大を目的として積極的な営業活動を展開し大幅な売上高増加を実現、それに伴う使用資

金需要を借入金により調達した結果、前連結会計年度末に比べ416,467千円増加し、3,679,519千円となりました。

　当連結会計年度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、減少した資金は前連結会計年度の640,295千円（前連結会計年度は449,014千円の減少）となり

ました。

　主な増加要因は、税金等調整前当期純利益1,133,028千円、仕入債務の増加額3,044,026千円であり、主な減少要

因は、売上債権の増加額2,349,370千円、たな卸資産の増加額2,741,704千円、法人税等の支払額374,856千円であり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、支出した資金は41,762千円（前連結会計年度は1,074,442千円の支出）となりました。 

　これは、主に有形固定資産の取得による支出12,514千円、無形固定資産の取得による支出17,331千円、投資有価

証券の取得による支出24,880千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、増加した資金は1,066,516千円（前連結会計年度は1,517,032千円の増加）となりました。

　これは、主に短期借入金の純増加額1,040,941千円、新株発行による収入27,510千円によるものであります。
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４．連結財務諸表等

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ＊２  3,409,051   3,825,519   

２．受取手形及び売掛金 ＊６  20,312,528   22,824,465   

３．たな卸資産   4,540,190   7,303,747   

４．繰延税金資産   114,233   198,284   

５．その他   925,566   904,447   

貸倒引当金   △186,905   △293,544   

流動資産合計   29,114,664 95.0  34,762,920 94.8 5,648,255

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  56,568   58,151    

減価償却累計額  5,988 50,579  11,237 46,914   

(2）機械装置及び運搬具  8,986   9,355    

減価償却累計額  1,628 7,358  4,103 5,252   

(3）工具、器具及び備品  38,951   44,076    

減価償却累計額  23,787 15,164  24,273 19,802   

(4）土地   96,900   96,900   

有形固定資産合計   170,001 0.6  168,868 0.5 △1,133

２．無形固定資産         

(1）営業権   222,205   154,613   

(2）連結調整勘定   74,371   59,448   

(3）その他   27,212   35,048   

無形固定資産合計   323,789 1.1  249,111 0.7 △74,677
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ＊１  869,105   1,324,416   

(2）長期貸付金   33,088   22,378   

(3）固定化営業債権   44,411   255   

(4）繰延税金資産   677   1,380   

(5）その他   122,754   131,683   

貸倒引当金   △44,360   △255   

投資その他の資産合計   1,025,677 3.3  1,479,858 4.0 454,181

固定資産合計   1,519,468 5.0  1,897,838 5.2 378,370

資産合計   30,634,133 100.0  36,660,758 100.0 6,026,625

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   20,439,129   23,623,744   

２．短期借入金   6,500,000   7,562,574   

３．未払法人税等   215,450   456,495   

４．賞与引当金   155,542   191,410   

５．その他   525,885   923,385   

流動負債合計   27,836,007 90.9  32,757,609 89.4 4,921,602

Ⅱ　固定負債         

１．繰延税金負債   9,736   197,918   

２．退職給付引当金   92,033   107,814   

３．役員退職慰労引当金   25,409   30,465   

４．その他   1,250   879   

固定負債合計   128,430 0.4  337,078 0.9 208,648

負債合計   27,964,437 91.3  33,094,688 90.3 5,130,251

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   17,587 0.1  32,194 0.1 14,606
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ＊５  1,178,616 3.8  1,192,386 3.2 13,770

Ⅱ　資本剰余金   121,056 0.4  135,071 0.4 14,015

Ⅲ　利益剰余金   1,208,941 3.9  1,792,328 4.9 583,386

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  146,754 0.5  403,772 1.1 257,018

Ⅴ　為替換算調整勘定   △3,261 △0.0  10,316 0.0 13,577

資本合計   2,652,107 8.6  3,533,875 9.6 881,768

負債、少数株主持分及び
資本合計

  30,634,133 100.0  36,660,758 100.0 6,026,625
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   105,011,005 100.0  127,627,831 100.0 22,616,826

Ⅱ　売上原価   101,165,505 96.3  122,968,329 96.3 21,802,824

売上総利益   3,845,499 3.7  4,659,501 3.7 814,002

Ⅲ　販売費及び一般管理費
＊１
＊２

 3,032,344 2.9  3,175,646 2.5 143,301

営業利益   813,154 0.8  1,483,854 1.2 670,700

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  22,188   16,192    

２．仕入割引  22,056   15,456    

３．受取配当金  23,361   39,434    

４．業務受託料  22,665   17,392    

５．その他  21,048 111,320 0.1 29,223 117,699 0.1 6,379

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  131,647   185,014    

２．売上割引  17,138   23,199    

３．為替差損  48,410   3,533    

４．手形売却損  47,613   65,025    

５．シンジケートローン手
数料

 14,086   －    

６．その他  85,524 344,421 0.3 110,230 387,002 0.3 42,581

経常利益   580,053 0.6  1,214,551 1.0 634,497

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  105,879   －    

２．貸倒引当金戻入益  21,305 127,184 0.1 － － － △127,184
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券評価損  25,270   2,990    

２．商品事故関連損失 ＊３ － 25,270 0.1 78,532 81,522 0.1 56,251

税金等調整前当期純利
益

  681,967 0.6  1,133,028 0.9 451,061

法人税、住民税及び事
業税

 259,976   606,142    

法人税等調整額  9,804 269,780 0.2 △73,042 533,100 0.4 263,319

少数株主利益   68,380 0.1  16,541 0.0 △51,839

当期純利益   343,805 0.3  583,386 0.5 239,581
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   12,540  121,056 108,516

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１．増資による新株の発行  108,516 108,516 14,015 14,015 △94,501

Ⅲ　資本剰余金期末残高   121,056  135,071 14,015

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   865,136  1,208,941 343,805

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  343,805 343,805 583,386 583,386 239,581

Ⅲ　利益剰余金期末残高   1,208,941  1,792,328 583,386
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 681,967 1,133,028  

減価償却費  303,824 91,844  

連結調整勘定償却額  244 14,923  

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 64,963 61,978  

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 19,621 35,868  

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 20,061 15,781  

役員退職慰労引当金の
増減額
（減少：△）

 5,721 5,056  

受取利息及び受取配当
金

 △45,549 △55,626  

支払利息  131,647 185,014  

為替差損益
（差益：△）

 △557 △3,061  

固定資産売却益  － △2  

固定資産除売却損  － 540  

投資有価証券売却益  △105,879 －  

投資有価証券評価損  25,270 2,990  

売上債権の増減額　
（増加：△）

 △1,997,233 △2,349,370  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △1,633,541 △2,741,704  

仕入債務の増減額　
（減少：△）

 2,687,550 3,044,026  

未収消費税等の増減額
（増加：△）

 △126,260 △140,609  

未払事業税・外形標準
課税の増減額
（減少：△）

 14,103 1,983  

前渡金の増減額
（増加：△）

 92,709 77,051  

前払費用の増減額　
（増加：△）

 △26,732 △10,118  
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

未収入金の増減額　
（増加：△）

 △75,139 126,024  

短期差入保証金の増減
額（増加：△）

 △9,866 9,645  

長期差入保証金の増減
額（増加：△）

 △43,420 △3,828  

未払金の増減額
（減少：△）

 61,711 △86,045  

未払費用の増減額　
（減少：△）

 55,604 50,053  

前受金の増減額
（減少：△）

 △14,627 246,797  

預り金の増減額
（減少：△）

 △118,876 125,340  

長期預り保証金の増減
額（減少：△）

 1,250 △1,250  

その他  9,820 2,135  

小計  △21,611 △161,530 △139,919

利息及び配当金の受取
額

 45,307 56,671  

利息の支払額  △160,301 △160,580  

法人税等の支払額  △312,409 △374,856  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △449,014 △640,295 △191,281
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入による
支出

 △59,000 －  

定期預金の払戻による
収入

 50,000 －  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △126,830 △12,514  

有形固定資産の売却に
よる収入

 － 6  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △19,140 △17,331  

子会社株式の取得によ
る支出

 △272,000 －  

投資有価証券の取得に
よる支出

 － △24,880  

投資有価証券の売却に
よる収入

 143,579 －  

営業の譲受による支出 ＊２ △799,040 －  

貸付金の回収による収
入

 7,988 12,958  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,074,442 △41,762 1,032,680

     

Ⅲ　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  1,300,000 1,040,941  

株式の発行による収入  217,032 27,510  

少数株主への配当金の
支払額

 － △1,934  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,517,032 1,066,516 △450,516

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 △4,070 32,009 36,080

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（△減少額）

 △10,495 416,467 426,963

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 3,273,546 3,263,051 △10,495

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

＊１ 3,263,051 3,679,519 416,467
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　６社

連結子会社の名称

アドバンスト　マテリアル　ジャパン　

株式会社

ALCONIX (THAILAND) LTD.

ALCONIX (SINGAPORE) PTE.LTD.

ALCONIX HONGKONG CORP., LTD.

ALCONIX USA,INC.（＊１）

ALCONIX (SHANGHAI) CORP.

　蝶理アドバンスマテリアル株式会社に

つきましては、当連結会計年度中の平

成16年４月１日において、アドバンスト

　マテリアル　ジャパン株式会社と合併

し、解散したため、連結の範囲から除い

ております。

（＊１）NI METAL PRODUCTS INC.は、平

成16年７月22日ALCONIX 

USA,INC.に社名変更いたしました。

連結子会社の数　　６社

連結子会社の名称

アドバンスト　マテリアル　ジャパン　

株式会社

ALCONIX (THAILAND) LTD.

ALCONIX (SINGAPORE) PTE.LTD.

ALCONIX HONGKONG CORP., LTD.

ALCONIX USA,INC.

ALCONIX (SHANGHAI) CORP.

 

 

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用しない関連会社

三高金属産業株式会社

深芝精密部件有限公司

WINTON INTERNATIONAL INDUSTRIES 

LIMITED

　持分法を適用していない関連会社は、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等から見て、

持分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。

同左

 

 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社

ALCONIX (THAILAND) LTD.

ALCONIX (SINGAPORE) PTE.LTD.

ALCONIX HONGKONG CORP., LTD.

ALCONIX USA,INC.

ALCONIX (SHANGHAI) CORP.

の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、連

結子会社の決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

イ．時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によっておりま

す。

①　有価証券

その他有価証券

イ．時価のあるもの

同左

ロ．時価のないもの

　移動平均法による原価法によっ

ております。

ロ．時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　時価法によっております。

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

小口販売用銅管

　先入先出法による原価法によってお

ります。

③　たな卸資産

小口販売用銅管

　先入先出法による原価法によってお

ります。

その他のたな卸資産

　主として個別法による原価法によっ

ております。

その他のたな卸資産

　主として個別法による原価法によっ

ております。

（追加情報）

　平成16年４月１日において三伸林慶

株式会社から営業譲渡を受け、同日併

せてたな卸資産を購入し営業を行って

おります。

　当社は従来たな卸資産の評価基準は

主として個別法による原価法を採用し

ておりましたが、営業譲渡と合わせて

受け入れた小口販売用銅管については、

先入先出法による原価法を採用するこ

とといたしました。

 

 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法に

よっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（附属設備を除く）については定

額法によっております。

　なお、在外連結子会社は主として定額

法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　　８～35年

機械装置及び運搬具　　　２～６年

工具、器具及び備品　　　２～８年

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法に

よっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（附属設備を除く）については定

額法によっております。

　なお、在外連結子会社は主として定額

法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　　３～35年

機械装置及び運搬具　　　２～６年

工具、器具及び備品　　　２～10年
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②　無形固定資産

イ．営業権

　商法施行規則に規定する最長期間

（５年）にわたる定額法によっており

ます。

②　無形固定資産

イ．営業権

同左

ロ．その他の無形固定資産

　定額法によっております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

ロ．その他の無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

　新株発行費は発生時に一括費用処理して

おります。

同左

(4）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　当社及び一部の連結子会社は従業員に

対して支給する賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社は従業員の退

職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産等に

基づき必要と認められる額を計上してお

ります。

③　退職給付引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金内規に基づく当

連結会計年度末における要支給額を計上

しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在

外連結子会社等の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定に含めて計上し

ております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(7）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。な

お、為替予約等についてヘッジ会計の要

件を満たす場合は、振当処理によってお

ります。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建取引の為替変動リスクに対して

為替予約取引を用いております。また、

取扱商品（非鉄金属）の将来価格の変動

リスクに対して商品先物取引を用いてお

ります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引の限度額を実需の範

囲とする方針であり、内規（リスク管理

方針）に基づき為替変動リスク及び商品

相場変動リスクを回避する目的でそれぞ

れの取引を行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性の評価方法

　事前においては、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する重要な条件が概ね一致して

いることを確認のうえヘッジ指定を行い、

また事後においては、デリバティブ実行

部署からの報告に基づきヘッジ有効性の

確認を実施しております。また、振当処

理によっている為替予約については、有

効性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性の評価方法

同左

(8）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は原則として５年間均等償

却としております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

  　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

＊１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ＊１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 35,733千円 投資有価証券（株式） 32,743千円

＊２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

＊２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

現金及び預金 146,000千円 現金及び預金 146,000千円

上記物件は当社を被保証人とする銀行発行の契約履

行保証（PERFORMANCE BOND）残高計112,835千円の

担保に供しております。

上記物件は当社を被保証人とする銀行発行の契約履

行保証（PERFORMANCE BOND）残高計122,471千円の

担保に供しております。

　３　偶発債務

下記の会社の銀行借入金等に対して保証を行ってお

ります。

　３　偶発債務

(1) 下記の会社の銀行借入金等に対して保証を行っ

ております。

深芝精密部件有限公司 15,614千円(※) 深芝精密部件有限公司 10,927千円(※)

（※）東芝照明プレシジョン㈱の保証行為に対する

再保証を行っているものであります。

 

 

（※）東芝照明プレシジョン㈱の保証行為に対する

再保証を行っているものであります。

(2) 下記の会社のSaudi Airconditioning Mfg. 

Co., Ltd.向けの債権に対して保証を行って

おります。

 Kobelco & Materials Copper Tube

(Thailand) Co., Ltd.

138,591千円

　４　輸出受取手形割引高 420,221千円 　４　輸出受取手形割引高 1,397,544千円

＊５　当社の発行済株式総数は、普通株式2,144,000株で

あります。

＊５　当社の発行済株式総数は、普通株式2,174,000株で

あります。

＊６　信託受益権

手形の流動化にともなう、当連結会計年度末受取手

形相当額は6,093,884千円であり、そのうち劣後部

分として手形最終期日まで回収が留保されている

1,091,263千円を流動資産の「受取手形及び売掛金」

に含めております。

＊６　信託受益権

手形の流動化にともなう、当連結会計年度末受取手

形相当額は7,219,054千円であり、そのうち劣後部

分として手形最終期日まで回収が留保されている

1,266,054千円を流動資産の「受取手形及び売掛金」

に含めております。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

＊１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

＊１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給料手当 983,427千円

営業権償却 289,813千円

事務委託料 276,355千円

賞与引当金繰入額 155,542千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,721千円

貸倒引当金繰入額 86,268千円

退職給付費用 39,415千円

減価償却費 14,011千円

連結調整勘定償却額 244千円

従業員給料手当 1,160,312千円

営業権償却 70,043千円

事務委託料 337,684千円

賞与引当金繰入額 191,410千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,725千円

貸倒引当金繰入額 68,997千円

退職給付費用 41,218千円

減価償却費 21,800千円

連結調整勘定償却額 14,923千円

＊２　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 ＊２　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

250千円 388千円

＊３　 　　　　　　──────  ＊３　商品事故関連損失 

   平成17年10月に信用状取引で韓国から輸入した仕入商

品では船荷証券及び送り状の記載数量に対して約85％の

不足が発生いたしました。不足分の商品代金等相当額

（683千米ドル）の返還を仕入先に請求いたしました。

しかし、仕入先は倒産状態で回収見込みは殆どない状態

であるため、当連結会計年度において78,532千円の特別

損失を計上いたしました。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

＊１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

＊１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,409,051千円

担保預金 △146,000千円

現金及び現金同等物 3,263,051千円

現金及び預金勘定 3,825,519千円

担保預金 △146,000千円

現金及び現金同等物 3,679,519千円

＊２　営業の譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

当連結会計年度において、当社が営業譲受契約によ

り、双日金属販売株式会社ほか２社から譲受けた資

産及び負債の内訳と当該譲受けによる支出との関係

は次のとおりであります。

＊２　　　　　　　 ──────

 

イ　流動資産 318,060千円

ロ　固定資産 480,979千円

ハ　営業の譲受けにより増加し

た資産
799,040千円

ニ　当該会社等の現金及び現金

同等物
－千円

ホ　差引：営業の譲受けによる

支出
799,040千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（借主側） （借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

7,608 2,415 5,192

工具、器具及
び備品

60,896 48,492 12,403

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

94,790 54,674 40,115

合計 163,295 105,582 57,712

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

5,658 3,734 1,924

工具、器具及
び備品

45,443 40,608 4,834

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

84,211 61,406 22,804

合計 135,313 105,749 29,563

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 27,950千円

１年超 32,147千円

合計 60,098千円

１年内 23,987千円

１年超 6,853千円

合計 30,840千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 38,152千円

減価償却費相当額 30,846千円

支払利息相当額 2,380千円

支払リース料 28,533千円

減価償却費相当額 26,676千円

支払利息相当額 1,261千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

２．オペレーティング・リース取引

同左
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②　有価証券

有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 301,722 562,245 260,522

小計 301,722 562,245 260,522

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

小計 － － －

合計 301,722 562,245 260,522

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理をおこなって

おります。なお、当連結会計年度において、減損処理したその他有価証券で時価のある株式はありません。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

143,579 105,879 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 271,126

当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 326,603 1,007,640 681,036

小計 326,603 1,007,640 681,036

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

小計 － － －

合計 326,603 1,007,640 681,036

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理をおこなって

おります。なお、当連結会計年度において、減損処理したその他有価証券で時価のある株式はありません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 284,032
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替

予約取引、商品関連では商品先物取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、相場変動リスクを回避する目的

で利用する方針であり、投機的な取引は行わない方針

であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

為替予約取引は、外貨建債権債務の為替相場の変動リ

スクを回避する目的で行っており、商品先物取引は取

扱商品（非鉄金属）に係る将来の取引相場の変動リス

クを回避する目的で行っております。

なお、商品先物取引についてはヘッジ会計を行ってお

ります。また、為替予約について振当処理の要件を満

たしている場合には振当処理を採用しております。

(3）取引の利用目的

 同左

 

（ヘッジ対象）

外貨建債権債務及び非鉄金属の販売ないし購入価格

（ヘッジ対象）

同左

（ヘッジ手段）

為替予約取引及び商品先物取引

（ヘッジ手段）

同左

（ヘッジ方針）

デリバティブ取引の限度額を実需の範囲とする方針で

あり、為替変動リスク及び商品相場変動リスクを回避

する目的でそれぞれの取引を行っております。

（ヘッジ方針）

同左

（ヘッジ有効性評価の方法）

ヘッジ手段とヘッジ対象の関する重要な条件が概ね一

致しているため、事前にヘッジ指定を行い、これを

もって有効性判定に代えております。

また、振当処理によっている為替予約については、有

効性の評価を省略しております。

（ヘッジ有効性評価の方法）

同左

 

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場変動によるリスクを有してお

り、商品先物取引は商品価格変動によるリスクを有し

ております。

デリバティブ取引の契約相手先を信用度の高い金融機

関及び商社に限定しており、取引先の契約不履行によ

るリスクは極めて低いものと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

 

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、内規に従

い、当内規に定めた部署が実行し、実行結果は管理本

部内の該当部署に報告しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

該当事項はありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

　なお、為替予約取引及び商品先物取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますの

で注記の対象から除いております。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を設けてお

ります。また、国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △147,729 △169,861

(2）年金資産等（千円） 55,695 62,046

(3）退職給付引当金(1)－(2)（千円） △92,033 △107,814

　（注）１．当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

２．上記(2)の年金資産等には、適格退職年金資産のほか厚生年金基金から支払われると見込まれる額が含まれて

おります。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（千円） 39,415 41,218

　（注）　当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社及び国内連結子会社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 （千円）

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 27,264

賞与引当金損金算入限度超過額 63,921

退職給付引当金損金算入限度超

過額
36,065

役員退職慰労引当金損金算入限

度超過額
10,341

営業権償却 44,610

未払事業税 18,618

投資有価証券評価損 15,739

たな卸資産評価損 24,838

その他 1,389

繰延税金資産小計 242,790

評価性引当額 △36,207

繰延税金資産合計 206,583

繰延税金負債  

減価償却費 △685

その他有価証券評価差額金 △100,723

繰延税金負債合計 △101,408

繰延税金資産（負債）の純額 105,174

 （千円）

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 59,039

賞与引当金損金算入限度超過額 82,738

退職給付引当金損金算入限度超

過額
43,940

役員退職慰労引当金損金算入限

度超過額
12,399

営業権償却 24,420

未払事業税 39,147

投資有価証券評価損 16,956

たな卸資産評価損 19,796

商品事故関連損失 31,962

その他 22,025

繰延税金資産小計 352,427

評価性引当額 △73,090

繰延税金資産合計 279,337

繰延税金負債  

減価償却費 △465

その他有価証券評価差額金 △277,125

繰延税金負債合計 △277,590

繰延税金資産（負債）の純額 1,746

平成17年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

平成18年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 114,233千円

固定資産－繰延税金資産 677千円

固定負債－繰延税金負債 △9,736千円

流動資産－繰延税金資産 198,284千円

固定資産－繰延税金資産 1,380千円

固定負債－繰延税金負債 △197,918千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.2

住民税均等割等 0.7

評価性引当額の増減 3.3

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 
軽金属・銅製
品事業

（千円）

電子・機能材
事業（千円）

非鉄原料事業
（千円）

建設・産業資
材事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
45,626,624 30,066,245 16,243,420 13,074,714 105,011,005 － 105,011,005

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,487,829 417,731 221,979 447,998 2,575,539 (2,575,539) －

計 47,114,454 30,483,976 16,465,400 13,522,713 107,586,544 (2,575,539) 105,011,005

営業費用 46,840,031 30,113,174 16,375,204 13,443,371 106,771,782 (2,573,931) 104,197,850

営業利益 274,422 370,802 90,195 79,341 814,762 (1,608) 813,154

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 14,660,450 7,270,064 5,395,950 2,974,917 30,301,382 332,750 30,634,133

減価償却費 116,083 121,122 52,107 14,756 304,069 － 304,069

資本的支出 218,672 15,874 17,836 4,975 257,359 － 257,359

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 
軽金属・銅製
品事業

（千円）

電子・機能材
事業（千円）

非鉄原料事業
（千円）

建設・産業資
材事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
49,402,275 36,926,497 28,066,726 13,232,331 127,627,831 － 127,627,831

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
312,720 913,675 470,758 196,185 1,893,340 (1,893,340) －

計 49,714,996 37,840,172 28,537,485 13,428,517 129,521,171 (1,839,340) 127,627,831

営業費用 49,324,414 37,055,529 28,296,048 13,361,998 128,037,990 (1,894,013) 126,143,976

営業利益 390,582 784,643 241,437 66,518 1,483,181 (673) 1,483,854

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 14,253,780 9,585,303 8,690,310 3,863,012 36,392,407 268,351 36,660,758

減価償却費 23,819 76,730 4,587 1,630 106,767 － 106,767

資本的支出 20,706 5,307 1,999 1,833 29,846 － 29,846
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　（注）１．事業区分の方法

事業は取扱商品の系列及び市場分野の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要取扱商品

事業区分 主要取扱商品

軽金属・銅製品事業

家電及び航空機・自動車産業向けアルミニウム製品（圧延品、押出材、鋳鍛造

品、加工品、部品）、飲料缶用、箔用及び印刷版用のアルミニウム板素材並び

に伸銅製品（板条管の展伸材、加工品、部品）等

電子・機能材事業

半導体、エレクトロニクス関連材料としての化合物半導体、プリント配線基盤、

バッテリーなどの電子材料、原子力発電・火力発電、化学工業機器などに使用

されるチタン製品、ニッケル製品等の機能材、ガリウム、ゲルマニウム、イン

ジウムなどのレアメタル等

チタンスポンジ、レアアース、レアメタルの輸入販売等

非鉄原料事業
アルミニウム二次合金地金、非鉄金属屑、特殊金属屑、廃家電屑、金属珪素、

亜鉛合金塊、マグネシウム地金等

建設・産業資材事業
バルブ継手、フランジ計器類等の多種配管機材、銅合金素材、鋳物、金属建具

工事、ビル・マンションのリニューアル、リフォーム工事等

３．営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は財務活動に係る提出会社の現金及び預金及び提出会社

の繰延税金資産であり、金額は以下のとおりであります。

前連結会計年度　　497,520千円

当連結会計年度　　556,890千円
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 23,073,108 3,485,742 5,860,477 1,185,694 33,605,023

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 105,011,005

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
22.0 3.3 5.6 1.1 32.0

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 23,324,871 4,300,167 6,647,311 961,560 35,233,911

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 127,627,831

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
18.3 3.4 5.2 0.7 27.6

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア…………中国、台湾、韓国、タイ、シンガポール、香港等

(2）北米……………アメリカ、メキシコ等

(3）ヨーロッパ……ドイツ、フランス、イギリス、イタリア等

(4）その他の地域…エジプト、オーストラリア等

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の

関係会社

双日株式

会社

東京都

港区
292,184,066 総合商社

（被所有）

直接 21.97

兼任

監査役

１名

商品の

売買

商品売上 69,906

受取手形

及び売掛

金

3,946

商品仕入及

び支払口銭
4,895,204

支払手形

及び買掛

金

977,497

業務受

託
業務受託 20,654 － －

　（注）　双日株式会社は、双日ホールディングス株式会社を存続会社として平成17年10月１日に同社と合併いたしまし

た。合併新会社は同日付けで商号を双日株式会社に変更いたしました。

平成17年９月30日現在資本金 双日ホールディングス株式会社 130,498,826千円

 双日株式会社 292,184,066千円

平成17年10月１日現在資本金 双日株式会社 130,498,826千円

(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 正木英逸 － －

当社代表

取締役

社長

（被所有）

直接　1.03
－ － 社宅の提供 555 － －

　（注）　会社が提供していた社宅は、平成16年７月１日で全額個人負担の個人契約に切替え、会社契約は終了しており

ます。

(3）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

提出会社

の関連会

社

三高金属

産業㈱

大阪府

東大阪市
45,000

非鉄金属

製品の製

造・販売

（所有）

直接　19.0

兼任

取締役

１名

材料供

給
商品売上 3,307,787

受取手形

及び売掛

金

951,659
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(4）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の

関係会社

の子会社

日商岩井

英国会社

（現双日

英国会

社）注３

英国、ロ

ンドン

61,000

千英ポンド

総合商社

海外法人
－ －

商品の

売買

商品売上 1,029,740

受取手形

及び売掛

金

55,736

商品仕入及

び支払口銭
201,922

支払手形

及び買掛

金

38,273

その他の

関係会社

の子会社

双日欧州

会社

英国、ロ

ンドン

150,479

千英ポンド

総合商社

海外法人
－ －

商品の

売買

商品売上 2,567,518

受取手形

及び売掛

金

732,515

商品仕入及

び支払口銭
21,586

支払手形

及び買掛

金

3,000

その他の

関係会社

の子会社

エヌエ

ヌ・ケミ

カル㈱

（現双日

ケミカル

㈱）注４

東京都

港区
4,985,900

化学品・

鉱産物の

輸出入、

国内販売

－ －
商品の

売買
商品売上 950,242

受取手形

及び売掛

金

228,373

その他の

関係会社

の子会社

双日金属

販売㈱

東京都

中央区
327,400

鉄鋼・非

鉄金属販

売

－ －
営業の

譲受

商品在庫の

仕入
163,033 － －

営業権の取

得
15,000 － －

有価証券の

購入
369,591 － －

　（注）１．上記(1)～(4)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高については国内の会社

には消費税等を含みますが、海外の会社には含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記各社との商品仕入及び支払口銭、商品在庫の仕入、商品売上、業務受託及び役員の社宅の提供について

は、市場価格を勘案して決定しております。有価証券の購入に関しては、上場株式は市場価格で非上場株式

は価格交渉の上、決定しております。

また営業権の取得に関しては、第三者にその価値を算定させた上で決定しております。

３．日商岩井英国会社は、平成16年４月１日に商号を双日英国会社に変更しております。

４．エヌエヌ・ケミカル株式会社は、平成17年10月１日双日ケミカル株式会社に商号変更いたしました。なお、

同社の親会社はグローバル・ケミカル・ホールディングス株式会社であります。またその親会社は双日株式

会社であります。

５．社名変更された相手先は新社名を括弧内に記載しております。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の

関係会社

双日株式

会社

東京都

港区
130,549,826 総合商社

（被所有）

直接 21.67

兼任

取締役

  １名

監査役

１名

商品の

売買

商品売上 173,369

受取手形

及び売掛

金

－

商品仕入及

び支払口銭
3,551,702

支払手形

及び買掛

金

398,001

業務受

託
業務受託 16,288 － －

　（注）　双日株式会社は、双日ホールディングス株式会社を存続会社として平成17年10月１日に同社と合併いたしまし

た。合併新会社は同日付けで商号を双日株式会社に変更いたしました。

平成17年９月30日現在資本金 双日ホールディングス株式会社 130,498,826千円

 双日株式会社 292,184,066千円

平成17年10月１日現在資本金 双日株式会社 130,498,826千円

平成18年３月31日現在資本金 双日株式会社 130,549,826千円

(2）役員及び個人主要株主等

　        該当する関連当事者はありません。

(3）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

提出会社

の関連会

社

三高金属

産業㈱

大阪府

東大阪市
45,000

非鉄金属

製品の製

造・販売

（所有）

直接　19.0

兼任

取締役

１名

材料供

給
商品売上 3,071,297

受取手形

及び売掛

金

1,072,195
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(4）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の

関係会社

の子会社

双日英国

会社

英国、ロ

ンドン

61,000

千英ポンド

総合商社

海外法人
－ －

商品の

売買

商品売上 1,413,689

受取手形

及び売掛

金

86,416

商品仕入及

び支払口銭
262,480

支払手形

及び買掛

金

24,768

その他の

関係会社

の子会社

双日欧州

会社

英国、ロ

ンドン

150,479

千英ポンド

総合商社

海外法人
－ －

商品の

売買

商品売上 3,316,735

受取手形

及び売掛

金

99,558

商品仕入及

び支払口銭
31,485

支払手形

及び買掛

金

7,176

その他の

関係会社

の子会社

双日ケミ

カル㈱

（旧エヌ

エヌ・ケ

ミカル

㈱）

東京都

港区
4,985,900

化学品・

鉱産物の

輸出入、

国内販売

－ －
商品の

売買
商品売上 636,860

受取手形

及び売掛

金

37,905

　（注）１．上記(1)～(4)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高については国内の会社

には消費税等を含みますが、海外の会社には含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記各社との商品仕入及び支払口銭、商品売上、業務受託については、市場価格を勘案して決定しております。

３．双日ケミカル株式会社は、平成17年10月１日にエヌエヌ・ケミカル株式会社より商号変更いたしました。な

お、同社の親会社はグローバル・ケミカル・ホールディングス株式会社であります。またその親会社は双日

株式会社であります。

４．社名変更された相手先は旧社名を括弧内に記載しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,236.99円

１株当たり当期純利益金額 170.69円

１株当たり純資産額 1,625.51円

１株当たり当期純利益金額 271.76円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株引受権付社債及び新株予約権を発行しており、

新株引受権及び新株予約権の残高がありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価の把握ができませんので記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株引受権付社債及び新株予約権を発行しており、

新株引受権及び新株予約権の残高がありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価の把握ができませんので記

載しておりません。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．第二回新株予約権（ストックオプション）発行

  平成17年６月28日開催の第24回定時株主総会及び同

日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年７月１日

付で当社取締役及び従業員に対して、商法第280条ノ

20及び商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権の

付与（ストックオプション）をいたしております。

２．第三回新株予約権（ストックオプション）発行

  平成17年６月28日開催の第24回定時株主総会及び同

日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年10月１日

付で当社取締役及び従業員に対して、商法第280条ノ

20及び商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権の

付与（ストックオプション）をいたしております。

  また、平成17年11月15日開催の臨時株主総会におい

て、第三回新株予約権（ストックオプション）の発行

に関して、追加で付議事項を決議しております。

３．新株引受権の行使

  平成18年２月27日に第１回新株引受権付社債の新株

引受権の権利行使（27,510千円）により、新株引受権

帳簿残高275千円が減少し、株式数等が次のとおり増

加いたしました。

１．　　　　　　　  ──────

　

 

 

  

   

 

２．　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．                ──────

 

 

 

 

株式数 30,000株

資本金 13,770千円

資本準備金 14,015千円

 

  これにより、平成18年２月27日現在の発行済株式総

数は2,174,000株、資本金は1,192,386千円、資本準備

金は135,071千円となりました。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．          ────── ４. 公募による新株式発行

  平成18年３月24日及び平成18年４月５日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

平成18年４月21日に払込が完了いたしました。

  この結果、平成18年４月21日付で資本金は1,467,906

千円、発行済株式総数は2,414,000株となっておりま

す。

(1) 募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に

よる募集)

(2) 発行する株式の種類及

び数

：普通株式　　  240,000株

(3) 発行価格 ：１株につき　　  2,900円

(4) 引受価額 ：１株につき  2,711円50銭

(5) 発行価額 ：１株につき　　　2,295円

(6) 資本組入額 ：１株につき　　　1,148円

(7) 発行価額の総額 ：　　　　　　550,800千円

(8) 払込金額の総額 ：　　　　　　650,760千円

(9) 資本組入額の総額 ：　　　　　　275,520千円

(10)払込期日 ：平成18年４月21日

(11)配当起算日 ：平成18年４月１日

(12)資金の使途 ：海外拠点の拡充
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５．仕入及び販売の状況
(１）仕入実績  

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

軽金属銅製品事業 45,897,849 44.5 47,498,462 37.8 1,600,612 3.5

電子機能材事業 29,384,247 28.5 38,069,060 30.3 8,684,812 29.6

非鉄原料事業 15,928,995 15.4 27,909,782 22.2 11,980,787 75.2

建設・産業資材事業 11,916,672 11.6 12,252,342 9.7 335,669 2.8

合計 103,127,765 100.0 125,729,648 100.0 22,601,882 21.9

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．金額は実際仕入価格によっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）販売実績  

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

軽金属銅製品事業 45,626,624 43.4 49,402,275 38.7 3,775,650 8.3

電子機能材事業 30,066,245 28.6 36,926,497 28.9 6,860,251 22.8

非鉄原料事業 16,243,420 15.5 28,066,726 22.0 11,823,306 72.8

建設・産業資材事業 13,074,714 12.5 13,232,331 10.4 157,617 1.2

合計 105,011,005 100.0 127,627,831 100.0 22,616,826 21.5

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前連結会計年度及び当連結会計年度において総販売実績販売比率が10％を超過する販売先はありません。
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