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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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９月中間期 17,883 25.3 1,491 10.6 1,518 7.4

17年９月中間期 14,272 9.2 1,348 1.8 1,414 4.9

18年３月期 30,185 2,720 2,833

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 857 △6.4 66 79 －  

17年９月中間期 915 37.5 71 34 －  

18年３月期 1,655 120 84 －  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期 12,839,495株 17年９月中間期 12,839,545株 18年３月期  12,839,530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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間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 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

18年９月中間期 25,226 10,206 40.5 794 96

17年９月中間期 20,811 9,252 44.5 720 62

18年３月期 22,987 10,073 43.8 776 45

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 12,839,495株 17年９月中間期 12,839,545株 18年３月期 12,839,495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９月中間期 1,640 △259 △994 3,172

17年９月中間期 770 △318 △1,627 2,485

18年３月期 2,090 △1,481 △1,486 2,786

(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  2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

通　期 36,100 3,150 1,860

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　144円87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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社および連結子会社）は、当社（白銅株式会社）および連結子会社である上海白銅精密材料有限公

司とで構成されており、金属製品およびプラスチック製品の加工ならびに販売を主たる業務としております。

　なお、中国における法・規制改正により、貿易業務を上海白銅精密材料有限公司にて行うことが可能となったため、

平成17年９月に上海白銅貿易有限公司の業務を上海白銅精密材料有限公司に統合し、上海白銅貿易有限公司は解散する

ことを決議し、現在清算手続き中であります。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

◎ 上海白銅貿易有限公司 

（中国 上海市） 

（◎連結子会社） 

商品および 

原材料の支給 

商品の加工 

および販売 

商品の加工および販売 

 
 

日本国内 

ユーザー 

 
中国 

ユーザー 

 

 
 

当 

社 

 

 

 

◎ 上海白銅精密材料有限公司 
（中国 上海市） 

関係会社の状況

連結子会社

名称 住所
資本金

（千US＄）
主要な事業内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

上海白銅精密材料有限公司 中国上海市松江区 3,600 非鉄金属加工販売 100

当社より商品および

原材料仕入

役員の兼任…２名

上海白銅貿易有限公司 中国上海市外高橋地区 200 清算手続中 100 役員の兼任…２名
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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、『社会的な存在価値のある企業を目指す』をグループ共通の経営理念として掲げ、アルミニウム・

伸銅・ステンレス・特殊鋼・プラスチック等の製品の加工ならびに販売を通して常に社会へ貢献し続ける企業を目指

しています。

　当社グループは経営方針を『「顧客満足の原点」を考え「顧客の期待に応える活動」を行う』と定め、自らがお客

様の立場に立つことによって価値観を共有し、お客様が求める期待を真摯に考え、期待に応えるサービスを創造する

ため、積極的に活動します。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への適切な利益還元を重視しており、業績に対応した利益の還元を基本方針としております。

　また、内部留保金は、新たな成長につながる自社工場などの設備投資に充当してまいります。

(3）目標とする経営指標

　当社グループが、高収益かつ高効率で高付加価値な企業体質を構築し、維持し続けることによりエクセレントカン

パニーとなる条件として、ＲＯＥ（株主資本利益率）15％、ＲＯＡ（総資産事業利益率）10％の目標を掲げておりま

す。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは「平成18年度-平成20年度　中期計画」を策定し、取り組んでおります。

　本計画では、基本戦略である『非鉄金属の小口販売の「トップシェア獲得戦略」』をより強力に推進し、顧客満足

度の向上と投資の充実を図り、社会的な存在価値のある企業を目指してまいります。

(5）会社の対処すべき課題

　当社は更なる事業の発展のため、顧客主義・組織・部門間の連携・海外事業に取り組むべき課題があり、それらを

解決するため、つぎのとおり対処します。

① 顧客主義の徹底

　当社の強みは、お客様の多彩なニーズに対応する豊富な品揃えと高度な切断技術の提供ならびに物流のクイッ

クデリバリー機能でありますが、拡大するお客様のニーズに応えて商品・サービスの更なる品質改善に努めま

す。

　東日本地域のお客様への対応を主たる目的として新設した郡山工場においては、更に切断加工機能を高め、お

客様に対する一層のきめこまやかなサービスの提供に努めると共に、当社全体の在庫品供給力を拡大して足元の

需要増に対応いたします。

　また地域密着型営業の展開のため、全国各地に営業拠点を徐々に増やしつつありますが、更にその拡充をはか

り、顧客満足度を一層高める営業活動を行います。

② 自己完結型と機能別型マトリックス組織の実現

　当社は、各支社に営業・仕入・物流部門の各機能を持たせた自己完結型組織にしておりますが、支社・部単位

の「縦型」と機能別単位の「横型」を組み合わせたマトリックス型の組織として更なる経営の効率化を図ります。

③ 営業総力戦の徹底

　当社では営業部門だけではなく、間接部門を含む全部門が一致団結して、継続的に経常利益の極大化を図りま

す。

　基幹コンピューターシステムである総合情報システムの改良を行い、より効果的な情報管理を推し進めるとと

もに、各工場にバーコードシステムを本格導入して、緻密な工程管理を実施いたします。

④ 海外事業の展開

　連結子会社の上海白銅精密材料有限公司は、早期に通期での収益黒字化を図ることが課題であります。

　日系・台湾系・地場の中国系の競合先とのコスト競争は激しくなっておりますが、切断加工機能を充実させて

商品の品質を高め、短納期で商品を納入することにより、国内と同様に当社グループ独自のビジネスモデルを浸

透させ、売上および経常利益の増大を図ります。
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(6）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(7）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰にもかかわらず、企業収益の改善による民間設備投資

の増加、輸出などに牽引され息の長い景気拡大を続けてきました。

　このような経済状況のもとで、金属業界におきましては、特に当社グループ業績に影響度の高い半導体製造装置業

界および液晶製造装置業界を始めとして、自動車関連業界、航空機関連業界等の景況は堅調となりました。

　またアルミ地金は期初トン当り329千円から中間期末には338千円に、銅地金は期初トン当り626千円から中間期末に

は928千円に、ステンレス鋼板は期初トン当り300千円から中間期末には385千円と値上がり傾向となりました。

　このような環境の中で、当社グループは、設備投資意欲が旺盛な産業界の情報収集に努め、地域密着型営業の徹底

を図りました。

　また平成18年２月に開設した郡山工場は順調に稼働し、東北地区の翌日配達の受注時間を従来の午後３時から午後

５時までに延長することができたなど、東日本地区の需要への対応ならびに営業深耕に寄与しています。

　連結子会社の上海白銅精密材料有限公司におきましては、上海を中心とした地場企業や日系企業向けに引き続き拡

販に努めました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は178億8千3百万円（前年同期比25.3％増）となり営業利益は14億9千1百

万円（同10.6％増）、経常利益は15億1千8百万円（同7.4％増）となり順調に推移しました。

　中間純利益は、ＩＴ投資促進税制の終了に伴い税金費用が増加したため、8億5千7百万円（同6.4％減）となりまし

た。 

(2）財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当中間連結会計期間の末日が休日

であったこと等により仕入債務が大きく増加し、売上債権の増加、配当金の支払、法人税等の支払等の要因により一

部相殺されたものの、前連結会計年度末に比べ3億8千5百万円増加し、当中間連結会計期間末には31億7千2百万円とな

りました。

　当中間連結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16億4千万円（前年同期比113.0％増）となりました。これは主に、税金等調整前

中間純利益と仕入債務の増加により得られた資金から、売上債権の増加と法人税等の支払等の支出を差引きしたも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は2億5千9百万円（同18.6％減）となりました。これは主に定期預金の払戻しによる

収入から有形固定資産の取得による支出を差引きしたものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、9億9千4百万円（同38.9％減）となりました。これは主に長期借入金の返済と配

当金の支払によるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 38.7 41.7 44.5 43.8 40.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
94.1 98.4 145.0 165.3 120.4

債務償還年数（年） 1.9 1.0 0.7 0.6 0.3

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
52.6 64.7 96.8 142.3 313.4

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

中間期末における債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）
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インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(3）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、基本的には当中間連結会計期間と同様の経営環境が続き、地金価格も依然として高

いまま推移するものと予想しております。

　当社グループは、地域密着型営業を徹底することで顧客への深耕化を図り、多様なニーズに応じた商品の取り揃え

と加工機能の充実で、収益力の向上に取り組んでまいります。

　また、遊休資産の処分についても引続き進めてまいります。

　通期の業績の見通しにつきましては、売上高は361億円（前期比19.6％増）、経常利益は31億5千万円（前期比

11.2％増）、当期純利益は18億6千万円（前期比12.3％増）を予定しております。

(4)事業等のリスク

　事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）現在において判断したもの

であります。

　① 商品販売の特徴について

　当社は、アルミニウム・伸銅・ステンレス・特殊鋼等の金属製品やプラスチック製品の加工及び販売を二つの販

売方法で行っております。

　一つは在庫品販売で、自社工場に上記製品を常時約5,000アイテム在庫し、それをエンドユーザー及び同業問屋か

らの注文に応えて、切断加工して販売する方法です。

　この販売方法のリスクには、自社工場に大量の在庫を抱えることや国内の景気動向の影響を受けやすいことが挙

げられます。

　もう一つは特注品販売で、特定の大口ユーザーのオリジナル規格の製品を仕入先に手配し、自社工場を介さずに

販売する方法です。

　この販売方法のリスクには、商社の役割として機能しているため、売上総利益率が低いことや特定の大口ユーザー

の生産動向に影響されることが挙げられます。

　② 業界別売上高依存度について

　当社は、アルミニウムやステンレスの板を業界を問わず販売しておりますが、そのなかでも半導体及び液晶製造

装置業界向けのシェアが高く、常時25％を超えております。

　しかしながら同業界は、いわゆる「シリコンサイクル」に大きく影響されるため、その周期による景気動向が当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 商品市況の変動による影響について

　当社の主要販売製品であるアルミニウム、伸銅等、非鉄金属の価格は国際市況によって変動しております。当社

は、適時適量の購買、在庫量の圧縮、販売価格への転嫁等により、市況の変動による影響を抑える体制構築に努め

ておりますが、市況が大きく変動した場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   2,485,669   3,172,038   3,086,446  

２．受取手形及び売掛金 ※３  8,762,827   11,746,628   9,970,558  

３．たな卸資産   2,774,838   3,232,652   2,971,894  

４．その他   359,135   347,436   287,018  

貸倒引当金   △21,968   △19,962   △18,821  

流動資産合計   14,360,501 69.0  18,478,792 73.3  16,297,096 70.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 2,037,851   2,105,928   2,162,446   

(2）土地  1,656,834   1,628,872   1,656,834   

(3）その他 ※１ 348,579 4,043,265  953,522 4,688,324  560,776 4,380,057  

２．無形固定資産   －   1,120,143   －  

(1）ソフトウエア  1,449,623   －   1,263,682   

(2）その他  14,997 1,464,620  － －  52,887 1,316,569  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  626,155   737,680   738,638   

(2）その他  316,798 942,954  201,532 939,213  255,104 993,742  

固定資産合計   6,450,840 31.0  6,747,680 26.7  6,690,369 29.1

資産合計   20,811,342 100.0  25,226,472 100.0  22,987,466 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛
金

※３  8,595,508   12,531,627   9,854,293  

２．短期借入金   604,252   361,851   741,733  

３．未払法人税等   582,408   564,625   755,834  

４．賞与引当金   330,467   372,231   345,164  

５．役員賞与引当金   －   27,385   －  

６．その他   788,535   513,845   546,511  

流動負債合計   10,901,172 52.4  14,371,567 57.0  12,243,537 53.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   503,105   502,868   502,985  

２．退職給付引当金   －   －   4,734  

３．役員退職慰労引当
金

  122,663   106,787   132,036  

４．その他   31,950   38,324   30,950  

固定負債合計   657,719 3.1  647,980 2.5  670,705 2.9

負債合計   11,558,891 55.5  15,019,547 59.5  12,914,243 56.2

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,000,000 4.8  － －  1,000,000 4.4

Ⅱ　資本剰余金   621,397 3.0  － －  621,397 2.7

Ⅲ　利益剰余金   7,475,234 35.9  － －  8,214,899 35.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  172,965 0.9  － －  240,406 1.0

Ⅴ　為替換算調整勘定   △16,799 △0.1  － －  △2,988 △0.0

Ⅵ　自己株式   △347 △0.0  － －  △491 △0.0

資本合計   9,252,450 44.5  － －  10,073,222 43.8

負債及び資本合計   20,811,342 100.0  － －  22,987,466 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,000,000 4.0  － －

２．資本剰余金   － －  621,397 2.5  － －

３．利益剰余金   － －  8,352,129 33.1  － －

４．自己株式   － －  △491 △0.0  － －

株主資本合計   － －  9,973,034 39.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  239,356 0.9  － －

２．為替換算調整勘定   － －  △5,466 △0.0  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  233,890 0.9  － －

純資産合計   － －  10,206,925 40.5  － －

負債純資産合計   － －  25,226,472 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   14,272,911 100.0  17,883,411 100.0  30,185,815 100.0

Ⅱ　売上原価   10,927,261 76.6  14,269,455 79.8  23,343,223 77.3

売上総利益   3,345,650 23.4  3,613,955 20.2  6,842,591 22.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  1,996,849 13.9  2,122,780 11.9  4,122,136 13.7

営業利益   1,348,800 9.5  1,491,174 8.3  2,720,454 9.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  248   561   522   

２．受取配当金  4,995   5,651   7,221   

３．不動産賃貸収入  42,000   42,000   84,000   

４．年金資産返還差額  21,009   －   21,009   

５．為替差益  11,959   －   35,034   

６．その他  6,229 86,442 0.6 2,646 50,859 0.3 11,092 158,880 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  7,509   5,515   14,303   

２．不動産賃貸費用  7,946   7,400   15,892   

３．支払手数料  3,695   2,761   6,427   

４．為替差損  －   4,672   －   

５．その他  2,055 21,207 0.2 3,410 23,760 0.1 8,776 45,400 0.1

経常利益   1,414,035 9.9  1,518,273 8.5  2,833,935 9.4

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ － － － 5,980 5,980 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ －   19,632   －   

２．固定資産除却損  －   －   4,754   

３．訴訟和解金  －   －   60,577   

４．固定資産廃棄費用  － － － － 19,632 0.1 17,494 82,826 0.3

税金等調整前中間
（当期）純利益

  1,414,035 9.9  1,504,621 8.4  2,751,108 9.1

法人税、住民税及
び事業税

 569,908   553,948   1,185,463   

法人税等調整額  △71,784 498,124 3.5 93,147 647,096 3.6 △89,930 1,095,533 3.6

中間（当期）純利
益

  915,910 6.4  857,525 4.8  1,655,575 5.5
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   621,397  621,397

Ⅱ　資本剰余金中間期末
（期末）残高

  621,397  621,397

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   7,173,263  7,173,263

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  915,910 915,910 1,655,575 1,655,575

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  564,939  564,939  

２．役員賞与  49,000 613,939 49,000 613,939

Ⅳ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

  7,475,234  8,214,899
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

1,000,000 621,397 8,214,899 △491 9,835,804

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △616,295  △616,295

役員賞与（注）   △104,000  △104,000

中間純利益   857,525  857,525

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　 　（千円)

－ － 137,229 － 137,229

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（千円）
1,000,000 621,397 8,352,129 △491 9,973,034

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・
換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高　　　　
　　

（千円）
240,406 △2,988 237,417 10,073,222

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △616,295

役員賞与（注）    △104,000

中間純利益    857,525

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△1,049 △2,477 △3,527 △3,527

中間連結会計期間中の変動額合計
　               　（千円)

△1,049 △2,477 △3,527 133,702

平成18年９月30日　残高
（千円）

239,356 △5,466 233,890 10,206,925

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 1,414,035 1,504,621 2,751,108

減価償却費  332,022 387,718 694,076

貸倒引当金の増減
額（減少：△）

 △1,612 1,141 △4,760

賞与引当金の増減
額（減少：△）

 63,913 27,332 77,030

役員賞与引当金の
増減額（減少：
△）

 － 27,385 －

退職給付引当金の
増減額（減少：
△）

 － △4,734 4,734

役員退職慰労引当
金の増減額（減
少：△）

 9,372 △25,248 18,745

受取利息及び受取
配当金

 △5,244 △6,213 △7,743

支払利息  7,509 5,515 14,303

訴訟和解金  － － 60,577

固定資産売却損益
（益：△）

 － 13,652 －

固定資産除却損  － － 4,754

売上債権の増減額
（増加：△）

 △21,907 △1,776,810 △1,226,024

たな卸資産の増減
額（増加：△）

 △368,991 △263,715 △551,088

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △81,876 2,679,420 1,165,796

その他  △78,688 △83,100 106,766

役員賞与の支払額  △49,000 △104,000 △49,000

小計  1,219,532 2,382,963 3,059,274

利息及び配当金の
受取額

 5,271 6,173 7,770

利息の支払額  △7,954 △5,235 △14,690

訴訟和解金の支払
額

 － － △60,577

法人税等の支払額  △446,710 △743,372 △901,632

営業活動による
キャッシュ・フロー

 770,138 1,640,530 2,090,143
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

定期預金の預入れ
による支出

 － － △300,000

定期預金の払戻し
による収入

 3,849 300,000 4,035

有形固定資産の取
得による支出

 △235,471 △556,012 △841,552

有形固定資産の売
却による収入

 － 17,227 4,688

無形固定資産の取
得による支出

 △85,945 △7,690 △349,244

投資有価証券の取
得による支出

 △759 △783 △1,399

その他投資に係る
支出

 △1,114 △13,879 △28,008

その他投資に係る
収入

 1,255 2,050 29,944

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △318,187 △259,088 △1,481,536

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

短期借入れによる
収入

 86,893 147,777 241,215

短期借入金の返済
による支出

 △1,150,000 △27,105 △1,162,742

長期借入金の返済
による支出

 △113 △500,116 △227

自己株式の取得に
よる支出

 － － △144

配当金の支払額  △564,531 △615,448 △564,984

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △1,627,751 △994,892 △1,486,883

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 1,884 △958 5,138

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額(減少：△)

 △1,173,915 385,591 △873,137

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 3,659,584 2,786,446 3,659,584

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残
高

※ 2,485,669 3,172,038 2,786,446
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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　 2社

連結子会社名

上海白銅精密材料有限公司

上海白銅貿易有限公司

　

連結子会社の数　 2社

連結子会社名

上海白銅精密材料有限公司

上海白銅貿易有限公司

連結子会社の数　 2社

連結子会社名

上海白銅精密材料有限公司

上海白銅貿易有限公司

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社2社の中間決算日は６

月30日であります。

　中間連結財務諸表作成にあたって

は、同日現在の中間財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間に生じた

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 　連結子会社2社の決算日は12月31

日であります。

　連結財務諸表作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。

３．会計処理基準に関する事

項

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）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

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場

価格に基づく時価法（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）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場

価格に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定）

①　有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

　連結会計年度末の市場

価格に基づく時価法（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） 

時価のないもの

　移動平均法に基づく原

価法

時価のないもの

同左

 時価のないもの

同左

②　たな卸資産

　主として後入先出法に基づ

く低価法（洗替え方式）を採

用しております。

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　当社は、法人税法の規定に

基づく耐用年数による定率法

を採用し、連結子会社は、所

在地国の法令に基づく定額法

によっております。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフト

ウェアについては、主として

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採

用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売掛金等の債権の貸倒損失

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

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与支給に

備えるため、支給見込額を計

上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

③　　──────

 

③　役員賞与引当金

　当社は役員に対する賞与支

給に備えるため、当連結会計

年度における支給見込額の当

中間連結会計期間負担額を計

上しております。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　

平成17年11月29日）を適用し

ております。

　これにより営業利益、経常

利益および税金等調整前中間

純利益は、それぞれ27,385千

円減少しております。

③　　──────

 

④　退職給付引当金

　当社は従業員の退職給付に

備えるため、中間連結会計期

間末における退職給付債務お

よび年金資産に基づき、必要

と認められる額を計上するこ

ととしておりますが、当中間

連結会計期間末においては、

年金資産が退職給付債務を超

える額を前払年金費用（投資

その他の資産）として計上し

ております。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　当社は従業員の退職給付に

備えるため、連結会計年度末

における退職給付債務及び年

金資産に基づき、必要と認め

られる額を計上しております。

⑤　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、内規によ

る中間連結会計期間末の要支

給見込額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　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、内規によ

る連結会計年度末の要支給見

込額を計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ）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

　在外連結子会社の資産及び負

債は、在外連結子会社中間決算

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。

(ニ）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

　在外連結子会社の資産及び負

債は、在外連結子会社中間決算

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

算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めて計上し

ております。

(ニ）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

　在外連結子会社の資産及び負

債は、在外連結子会社決算日の

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。

(ホ) 重要なリース取引の処理方法

　当社は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。

(ホ) 重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ) 重要なリース取引の処理方法

同左

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　当社の金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満た

しているため、特例処理を採

用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

取引

　ヘッジ対象…借入金利

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ

取引を行っております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップは特例処理の

要件を満たしているため、有

効性の評価を省略しておりま

す。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ト）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は相殺し、その差

額は流動負債「その他」に含

めて表示しております。

①　消費税等の会計処理

同左

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間連結会計期間より「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５

号　平成17年12月９日）および

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相

当する金額は10,206,925千円で

あります。

　なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ております。

────── 

 

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、要求払預金および取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、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短期的な投

資からなっております。

同左 同左
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 

───────

 

（中間連結貸借対照表）

 

 

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「ソフ

トウェア」（当中間連結会計期間末の残高は1,068,354千

円）は、資産の総額の5／100以下となったため、無形固定

資産として一括掲記いたしました。

 

（中間連結損益計算書）

 

───────

　前中間連結会計期間は、営業外費用の「その他」に含め

ておりました「支払手数料」（前中間連結会計期間は2,022

千円）は、営業外費用の総額の10／100を超えたため、区

分掲記いたしました。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,701,182千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

          4,004,714千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

           3,817,133千円 

２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

貸出コミットメントの総額 2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,500,000千円

２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

貸出コミットメントの総額 2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,500,000千円

２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,000,000千円

───────

 

※３．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形 495,289千円

支払手形 388,575千円

 

───────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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。

※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。

運賃 370,094千円

貸倒引当金繰入額 3,488

給与手当 340,336

賞与引当金繰入額 238,105

退職給付費用 1,385

役員退職慰労引当金

繰入額
9,372

業務委託費 293,194

減価償却費 248,780

運賃    407,985千円

貸倒引当金繰入額 4,544

給与手当 341,325

賞与引当金繰入額 249,772

役員賞与引当金繰入

額
27,385

退職給付費用 512

役員退職慰労引当金

繰入額
9,077

業務委託費 293,889

減価償却費 235,156

 

運賃 763,060千円

貸倒引当金繰入額 3,362

給与手当 692,682

賞与引当金繰入額 243,386

退職給付費用 34,418

役員退職慰労引当金

繰入額
18,745

業務委託費 582,454

減価償却費 502,380

──────────

 

※２．固定資産売却益の内訳

　固定資産売却益の内訳は以下のとおり

であります。

機械装置   5,980千円

 

──────────

 

──────────

 

※３．固定資産売却損の内訳

　固定資産売却損の内訳は以下のとおり

であります。

──────────

 

静岡県熱海市　土地等   19,632千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 12,840 － － 12,840

合計 12,840 － － 12,840

 自己株式     

 　　普通株式 0 － － 0

合計 0 － － 0

 

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 616,295 48  平成18年３月31日  平成18年６月30日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※　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

現金及び預金勘定 2,485,669千円

現金及び現金同等物2,485,669千円

現金及び預金勘定 3,172,038千円

現金及び現金同等物3,172,038千円

現金及び預金勘定 3,086,446千円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△300,000千円

現金及び現金同等物2,786,446千円
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①　リース取引関係

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　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

　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

　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）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額

機械及び装置
工具器具及

び備品
合計

取得価額相

当額

千円

1,184,914

千円

48,623

千円

1,233,537

減価償却累

計額相当額
567,055 35,229 602,284

中間期末残

高相当額
617,858 13,393 631,252

機械及び装置
工具器具及

び備品
合計

取得価額相

当額

千円

1,160,614

千円

23,079

千円

1,183,693

減価償却累

計額相当額
710,407 19,606 730,013

中間期末残

高相当額
450,207 3,472 453,680

機械及び装置
工具器具及

び備品
合計

取得価額相

当額

千円

1,178,414

千円

32,230

千円

1,210,644

減価償却累

計額相当額
644,882 25,482 670,364

期末残高相

当額
533,531 6,747 540,279

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 181,307千円

１年超 471,294

計 652,602

１年内 161,223千円

１年超 310,071

計 471,294

１年内     176,309千円

１年超 383,920

計 560,229

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

支払リース料 103,944千円

減価償却費相当額 94,383

支払利息相当額 8,698

支払リース料      95,095千円

減価償却費相当額 86,573

支払利息相当額 6,189

支払リース料      201,688千円

減価償却費相当額 183,360

支払利息相当額 16,138

(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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券関係

（前中間連結会計期間末）（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 72,885 359,727 286,841

合計 72,885 359,727 286,841

２．時価評価されていない有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 266,427

（当中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 74,309 471,252 396,942

合計 74,309 471,252 396,942

２．時価評価されていない有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 266,427

（前連結会計年度末）（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 73,526 472,210 398,684

合計 73,526 472,210 398,684

 

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 266,427
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③　デリバティブ取引関係

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

　当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、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。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、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。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、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　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　当社グループの事業の種類別セグメントは、「金属事業」の単一セグメントでありますので、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　当社グループの事業の種類別セグメントは、「金属事業」の単一セグメントでありますので、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループの事業の種類別セグメントは、「金属事業」の単一セグメントでありますので、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。

前連結会計年度（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

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 720円62銭

１株当たり中間純利益

金額
71円34銭

１株当たり純資産額   794円96銭

１株当たり中間純利益

金額
66円79銭

１株当たり純資産額    776円45銭

１株当たり当期純利益

金額
   120円84銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。

同左 　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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 915,910 857,525 1,655,575

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 104,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (104,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
915,910 857,525 1,551,575

期中平均株式数（千株） 12,839 12,839 12,839

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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５．販売の状況
 （単位：千円、％）

品目

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

在庫品

アルミ 5,725,117 40.1 6,740,175 37.7 11,969,590 39.7

伸銅 1,460,835 10.2 2,308,637 12.9 3,183,652 10.5

ステンレス 1,875,128 13.2 2,221,139 12.4 3,961,083 13.1

その他 210,041 1.5 271,492 1.5 444,540 1.5

計 9,271,122 65.0 11,541,445 64.5 19,558,867 64.8

特注品

アルミ 4,196,106 29.4 5,301,079 29.7 8,897,708 29.5

伸銅 245,738 1.7 392,555 2.2 520,134 1.7

ステンレス 293,432 2.0 355,186 2.0 660,536 2.2

その他 266,510 1.9 293,143 1.6 548,567 1.8

計 5,001,788 35.0 6,341,965 35.5 10,626,947 35.2

合計 14,272,911 100.0 17,883,411 100.0 30,185,815 100.0

　（注）１．数量については、同一品目のなかでも形状・仕様が多岐にわたり把握が困難なため記載を省略しております。

２．金額は販売価額で表示しており、消費税等を含んでおりません。
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