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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 105,520 24.8 1,678 18.3 1,381 23.7 769 26.1

18年９月中間期 84,549 42.0 1,418 98.7 1,116 83.8 610 81.5

19年３月期 172,781 － 2,480 － 1,910 － 1,076 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 317 80 309 57

18年９月中間期 255 62 250 39

19年３月期 448 50 439 37

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 55,971 5,722 10.0 2,322 66

18年９月中間期 46,804 4,882 10.3 2,001 19

19年３月期 49,973 5,263 10.4 2,144 54

（参考）自己資本 19年９月中間期 5,623百万円 18年９月中間期 4,830百万円 19年３月期 5,191百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年９月中間期 △3,400 △450 3,638 4,606

18年９月中間期 611 △30 4,101 8,360

19年３月期 △1,708 △711 3,481 4,775

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 0 00 0 00 0 00 65 00 65 00

20年３月期 0 00 0 00 － －

20年３月期（予想） － － 0 00 65 00 65 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20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 213,000 23.3 2,860 15.3 2,240 17.2 1,230 14.7 508 05

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

（注）詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結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（中間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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、20ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、及び27ページ「中間連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 2,421,000 株 18年９月中間期 2,414,000 株 19年３月期 2,421,000 株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 0 株 18年９月中間期 0 株 19年３月期 0 株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、42ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 83,804 17.2 1,028 15.0 932 38.0 492 30.6

18年９月中間期 71,487 40.7 893 106.8 676 101.9 377 98.1

19年３月期 144,187 － 1,567 － 1,187 － 687 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 203 56

18年９月中間期 158 04

19年３月期 286 29

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 42,813 4,626 10.8 1,909 36

18年９月中間期 40,344 4,271 10.6 1,769 50

19年３月期 39,267 4,476 11.4 1,848 18

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,622百万円 18年９月中間期 4,271百万円 19年３月期 4,474百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20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 170,000 17.9 1,850 18.0 1,550 30.5 840 22.2 346 96

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　平成19年５月22日に公表しました通期の業績予想につきましては、本資料及び同日付で開示いたしました「平成

20年３月期　業績予想修正に関するお知らせ」において修正しております。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４ページ「１.経営成績(1）経営成績に関する分析 (通期の見通し）」を参照して

ください。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間における世界経済は、米国での景気減速が見られたものの、中国を始めとするアジア並びに

新興国、資源国の高成長に支えられ継続的に拡大いたしました。また、わが国経済は輸出および設備投資が増加基

調を継続し、個人消費も底堅い動きを見せ、全体として安定的に推移いたしました。

　当社グループを取り巻く非鉄金属業界では、ニッケル等において高値に対する調整が見られましたが、世界的な

需要の広がりを背景に市況は総じて高値で推移いたしました。当社グループの主要関連産業では、自動車、液晶な

どの家電製品、IT及び半導体分野などにおける需要が引き続き拡大いたしました。このような経済環境のもと、当

社グループは中期経営計画にて、成長ビジネスとして打ち立てている電子・機能材分野及び環境・リサイクル分野

を中心に、ビジネスの創出、拡大に積極的に取り組んでまいりました。

　この結果、当中間連結会計年度における連結経営成績は、売上高105,520百万円（前年同期比24.8％増）、営業

利益1,678百万円（前年同期比18.3％増）、経常利益1,381百万円（前年同期比23.7％増）、中間純利益769百万円

（前年同期比26.1％増）の増収・増益となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（軽金属・銅製品事業）

　自動車、二輪車等輸送機関連及び家電業界における素材等の需要は、非鉄市況の高騰にもかかわらず引続き旺

盛であることに伴い、アルミ及び銅の加工品販売が堅調に推移しました。その結果、売上高は32,028百万円（前

年同期比18.2％増）となりましたが、銅管販売部門の減益により、営業利益は333百万円（前年同期比6.8％減）

にとどまりました。

（電子・機能材事業）

　好調な自動車、半導体、二次電池産業の旺盛な需要を背景に、当社の取扱う自動車部品用金属粉末、半導体材

料、液晶材料、ニッケル等電池材料が大幅に伸長いたしました。また、造船、発電、化学プラント向けチタン及

びニッケル製品の販売が好調に推移いたしました。

　一方、チタンスポンジやタングステン、モリブデン、レアアース等レアメタル分野においては、ハイブリット

車が好調な自動車産業、液晶や携帯電話関連の電子・家電産業が引続き堅調に推移したため、取扱額は前中間連

結会計期間を上回ることとなりました。

　その結果売上高は45,522百万円（前年同期比46.8％増）、営業利益は1,073百万円（前年同期比35.7％増）と

なりました。

（非鉄原料事業）

　アルミ地金及び銅地金両市場は引続き高値を維持（アルミ地金：前年同期比7.51％上昇／銅地金市況：前年同

期比7.48％上昇）したものの、底堅い自動車・鉄鋼用非鉄需要に支えられたことにより主力取扱品であるアルミ

合金塊、アルミ・銅スクラップ、鉄鋼用脱酸塊、金属珪素等の取引は堅調に推移いたしました。その結果売上高

22,692百万円（前年同期比10.3％増）、営業利益は186百万円（前年同期比2.2％増）となりました。

(建設・産業資材事業）

　国内向け黄銅棒の取引の一部撤退等の影響により当セグメントにおける売上は減収となりましたが、建築資材

用ダイカスト製品、自動車部品関連のダイカスト製品及び金型、並びにバルブ部品の輸入が増加したことにより

増益となりました。その結果売上高は6,978百万円（前年同期比8.6％減）、営業利益は94百万円（前年同期比

10.8％増）となりました。

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

(日 本）

　国内においては中国等新興国での旺盛な需要による素材供給の逼迫と原料高という影響がある中、当社グルー

プの主要関連業界では、自動車や液晶等の家電製品、IT・半導体分野等における需要が当中間連結会計期間を通

じて拡大傾向が続きました。その結果当社の得意とする電子材料及びレアメタル等の取引が堅調に推移したこと

により、売上高102,115百万円、営業利益1,565百万円となりました。

(その他の地域）

　その他の地域は、中国を中心としたアジア地域に新たにマレーシア法人が加わり、同地域での銅製品の販売が

好調に推移いたしました。また欧州地域での化学プラント向け熱交換器用チタン製品を中心とした取扱が増加し

た結果、売上高12,200百万円、営業利益112百万円となりました。
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(通期の見通し）

　今後の経済環境につきましては、米国景気の減速及び原油価格高騰の影響などにより不透明感が強くなってき

ております。国内におきましても新規住宅着工数の減少等懸念材料があり、当社を取り巻く経営環境は楽観視出

来ない状況にあります。

　このような中で、当社グループは引き続き自動車、IT産業を中心とした成長分野におけるビジネス拡大に取り

組んでまいります。

　今回の連結業績予想につきましては、堅調な商品市況及び自動車産業、家電、IT産業等の需要増加に支えられ、

電子・機能材を中心に今後の売上増加が見込まれるため、前回発表の業績予想187,392百万円から213,000百万円

（前回発表予想比13.7%増）に修正いたしました。また、この売上増加に伴う売上総利益の増加により、販売費

及び一般管理費の増加分を吸収できるため、営業利益2,860百万円（前回発表予想比14.3%増）、経常利益2,240

百万円（同13.0%増）、当期純利益1,230百万円（同10.4%増）にそれぞれ修正いたしました。

　なお、個別業績予想につきましても、上述の状況を反映して前回発表業績予想を上回る見込みであり、売上高

170,000百万円（同8.3％増）、営業利益1,850百万円（同10.6％増）、経常利益1,550百万円（同15.0％増）、当

期純利益840百万円（同10.7％増）にそれぞれ修正いたしました。

(2) 財政状態に関する分析

 ①当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。

　流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ5,926百万円増加し、53,345百万円となりました。これは

主に売上高の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加3,581百万円、及びたな卸資産の増加3,012百万円によるもの

であります。固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ71百万円増加し、2,626百万円となりました。

これは主に投資その他の資産の増加40百万円によるものであります。この結果、総資産は、前連結会計年度末に

比べ5,998百万円増加し、55,971百万円となりました。

　流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ5,778百万円増加し、47,712百万円となりました。これは

主に、仕入高の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加2,211百万円、及び短期借入金の増加3,868百万円によるも

のであります。固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ239百万円減少し、2,536百万円となりました。

これは主に社債の減少180百万円によるものであります。この結果、負債は、前連結会計年度末に比べ5,539百万

円増加し、50,249百万円となりました。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ459百万円増加し、5,722百万円となりました。これは主に、

中間純利益769百万円を計上する一方で、剰余金の配当を157百万円実施したことに加え、評価・換算差額等が

180百万円減少したことによるものであります。なお、当中間連結会計期間末における自己資本比率は10.0％で

あります。

②当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況

　当中間連結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、前連結会計年度末に比べ

169百万円減少し、4,606百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な変動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)

　営業活動によるキャッシュ・フローは、3,400百万円の減少（前年同期は611百万円の増加）となりました。主

な増加要因は税金等調整前中間純利益1,359百万円、仕入債務の増加額1,905百万円、及び未収入金の減少額617

百万円であり、一方、主な減少要因は売上債権の増加額3,301百万円、たな卸資産の増加額2,988百万円、及び法

人税等の支払額661百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動によるキャッシュ・フローは、450百万円の減少（前年同期は30百万円の減少）となりました。これ

は主に投資有価証券の取得による支出299百万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)

　財務活動によるキャッシュ・フローは、3,638百万円の増加（前年同期は4,101百万円の増加）となりました。

主な増加要因は、短期借入金の純増加額3,934百万円によるものであります。一方、主な減少要因は、社債の償

還による支出180百万円及び長期借入金の返済による支出152百万円、及び配当金の支払額156百万円であります。
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③当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移

当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

 
平成19年３月期

中間

平成20年３月期

中間

平成19年３月期

期末 

自己資本比率（％） 10.3 10.0 10.4

時価ベースの自己資本比率（％） 29.8 37.2 24.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 9.1 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.3 － －

・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：中間期末日（期末日）の株価に基づく株式時価総額／総資産

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

・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

※各指標は、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。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

※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。

※有利子負債は、中間連結(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。 

※当中間連結会計期間及び前連結会計年度のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ

レッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、

安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

　内部留保資金は、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える事業体制を強化し、さら

なる事業投資の推進及び海外戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。

　なお、平成20年３月期の年間配当は1株当たり65円を予定しております。

(4) 事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状況、株価などに影響を及ぼす可能性があると考えられるリスク要因としまして

は、主に以下のようなものがあります。これらリスクに対してグループ内で管理体制の強化を進めておりますが予

測不可能な不確実性を多く含んでいることもあり、完全に回避することは困難であります。当社グループはこれら

のリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針です。

① マクロ経済環境の変化に伴う業績変動のリスク

　当社グループのビジネスは、国内における商品売買をはじめとして、輸出入・三国間による貿易取引等、多様

な商取引形態を有し、非鉄金属製品の輸出入及び国内取引における仲介事業に加えて、非鉄金属の資源・素材原

料の調達から商品の販売にわたる幅広い事業を展開しています。世界的あるいは特定の地域的な景気減速は、商

品、素材原料の流通量の減少と価格の低下、個人消費や設備投資の低下をもたらします。特に日本及びアジアの

景気減速は、当社グループが取扱う商品に対する需要動向に影響が大きいことから、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

② メーカーと需要家間での認識相違や齟齬発生に伴い費やすコスト増などによる業績への影響のリスク

　当社グループは、アルミニウム、銅、バルブ等の非鉄金属製品、電子・機能材料及び非鉄原材料、チタン、レ

アアース等レアメタルの直送（出合）取引及び在庫取引を行なっております。特に直送取引については、その取

引の性格上、商社である当社グループが需要家へ直送される現物を確認することは原則的になく、また在庫リス

クを負担しないことから相対的に利益率が低いものとなっております。

　しかしながら当社が関与した取引について、メーカーの出荷認識や品質認識などにおいて需要家と認識の相違

や齟齬が生じた場合には、紛争もしくは係争となる可能性や、取引の当事者として解決のために負担する費用、

金銭の支払等が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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③ 相場変動が与える業績への影響に対するリスク

a．当社の取扱う一部汎用仕様非鉄金属品及びチタン、レアアース等レアメタルの在庫取引が非鉄金属の国際市況

の変動によって影響を受けるリスク

b. 当社グループが行う貿易取引（本邦からの輸出及び輸入及び三国間取引）における外貨建て取引において為替

変動の影響を受けるリスク

c. 取引先の依頼による在庫保有や子会社の設立・運営を含む投融資等の必要資金を調達し、かつ運用することに

伴う金利変動のリスク

これらのリスクは当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 現行の取引関係が変化するリスク

　非鉄金属メーカーと需要家の間に当社のような取引商社が介在してとり行われる慣行的な取引形態に変化が生

じ双方が直接取引をする事となった場合、当社の商権及び収益を失う可能性が考えられ、当社グループの財政状

態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 在庫保有に対するリスク

　不特定多数の需要家向け在庫（汎用仕様銅管、アルミ原料、金属珪素、マグネシウム、レアアース等レアメタ

ル）について、市況の大幅な変動または予測を上回る価格下落が生じた場合、当社グループの財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 営業活動によるキャッシュ・フローの変動について

　当社グループは、たな卸資産の増加等により当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローがマイ

ナスとなりましたが、今後も市況の変動や需給バランス等の要因により、期末のたな卸資産残高が前期末との比

較において変動した場合等には、営業活動によるキャッシュ・フローが大きく変動する可能性があります。

⑦ 販売先の信用リスク

　国内・海外に有している多数の販売先において、最適な与信管理をしておりますが、破綻や倒産等により売上

債権が回収困難となった場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 仕入先の契約履行能力に係るリスク

　国内・海外に有している多数の仕入先において、経営状況の調査・取引関係の変化に対する把握・管理をして

おりますが、仕入先の破綻や倒産等により契約履行不能となった場合、当社が販売先に対して納品責任を果たす

ため当社は別の取引先から別の取引条件で商品を仕入れることが必要となる場合がある等、当社グループの財政

状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 特定の仕入先への依存に係るリスク

　当社グループは主力取扱品であるアルミ及び銅等の製品を神戸製鋼所グループより仕入れており、同社と緊密

な情報交換と連携に努めておりますが、将来的に同社グループとの取引関係において変化が生じた場合、当社グ

ループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 特定の供給国による輸出政策変更に係るリスク

  当社グループが取り扱うチタン、タングステン、モリブデン、レアアース等のレアメタルは、主として中国、

ロシア、カザフスタンに偏在しております。当社グループは仕入先や取引形態の多様化等を進めて仕入に係るリ

スクを分散しておりますが、上述の国々において、同産出品の課税や輸出制限の強化、輸出の禁止措置等、当社

グループの予想を超える政策の急変等が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。

⑪ 金融市場の逼迫などにより資金調達が困難となるリスク

　当社グループは事業資金を主として金融機関からの借入や受取手形の流動化によって調達しておりますが、金

融情勢の急変により金融市場が逼迫した場合、あるいは当社グループの信用が低下した場合には、資金調達が制

約され、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑫ カントリーリスクの高い国における顧客との取引に関するリスク

　当社グループは、カントリーリスク対策として、外部格付機関の格付けをもとにカントリーリスクの高い国を

指定し、リスクを把握するとともに合理的な範囲でリスク回避を講じています。

　しかしながら海外の取引先による契約条件の変更や解消、または相手国の政策変更や外貨事情等により相手国

政府が対外送金を停止したり、代金または投融資の回収に支障が生じるなど、当社グループの予想を超える事態

が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑬ コンプライアンスリスク

　当社グループは国内・海外・三国間と幅広く多様な取引を行っている関係上、その事業活動に関連する法令・

規制は会社法、税法、独占禁止法、外為法を含む貿易関連諸法規及び各業界法や諸外国の法令などと非常に広範

囲にわたります。そのため、社内ではコンプライアンス委員会を設け、規程の完備や社内での啓蒙及び教育の徹

底を推進しておりますが、関連法規の大幅な変更、予期しない解釈の適用等が実施された場合、当社グループの

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑭ 製造物責任に関するリスク

　当社グループは原材料を取引先であるメーカーに納入し、メーカーがそれらの原材料を使用して製品を製造し

ております。それらが最終製品となり一般消費者に渡り消費者が何らかの被害を被った場合には、通常は製造業

者が責任を負うこととなりますが、当社グループも輸入業者であることを原因として責任を負う可能性がありま

す。当社及び国内子会社は製造物責任賠償保険を付保しておりますが、保険金額でカバー不能な損害賠償責任が

発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑮ 訴訟等に関するリスク

　当社グループの営業活動において、不測の事態により国内外における訴訟や仲裁等の法的手続きの対象となる

可能性があります。これら法的手続きの結果の如何により、当社グループにおいて信用毀損が生じる場合があり、

これにより当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑯ 投資等が業績に影響を及ぼすことに関するリスク

　当社グループは国内連結子会社（１社）、海外連結子会社（７社）及び関連会社（２社）で構成されておりま

す。またそれ以外にも合弁事業や投資企業等も多数あります。現在海外ネットワークの更なる拡充や積極的な投

融資案件の発掘を進めておりますが、期待した成果が上がらず、または事業そのものの頓挫、撤退や縮小により

投資額を上回る損失を計上した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑰ 情報システム・情報セキュリティに関するリスク

　当社グループは当連結会計年度よりネットワークインフラの整備や、社内情報共有システムの導入により、セ

キュリティ対策等を進めてまいりました。平成19年４月には情報システム部を設置し、更なるネットワーク環境

と堅固なセキュリティ体制の構築を進めておりますが、外部からの不正アクセスやウイルス感染による個人情報

を含めた情報資産の漏洩や予期せぬ障害により、情報システムが正常に稼動しない事態が発生した場合には、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑱ 子会社の代表取締役社長に付与した同社新株予約権の行使により同社に対する当社持株比率が低下するリスク

　当社グループに所属するアドバンスト　マテリアル　ジャパン株式会社（以下AMJ）はチタン、レアアース等

のレアメタルの輸入販売を行っており、同社の当中間連結会計期間における売上高は18,615百万円であり、当社

グループの連結経営成績の17.64％となっております。同社は同社の代表取締役社長に対して新株予約権を発行

しており、これまでの発行分が行使された場合、当社の同社に対する出資比率は95％（平成19年９月30日現在）

から91.04％まで低下します。

　今後において、同社株式の持株比率の低下を招く事象に対しては、当社グループの業績等に影響を与える可能

性があることに留意し、当社グループにおける同社及び同社の事業推進者の位置付け、同社事業、同社の財政状

態及び経営成績に与える影響等を充分に考慮の上で慎重に対処していく方針であります。

⑲ ＦＢＦ2000.Ｌ.Ｐ．及びみずほキャピタルパートナーズ株式会社との関係について

　現在当社の主要株主であるＦＢＦ2000.Ｌ.Ｐ．は平成19年９月30日現在で当社の発行済み株式総数の21.33％

を所有しており、社外監査役１名を受け入れております。他に取引関係はありませんが、今後とも当社経営陣と

協力関係を保ち続ける友好的なパートナーです。

　しかしながら同ファンドは原則として運用期間終了までに株式を売却することになります。また当社株式の売

却に関して同ファンドの運営・管理を手がけているみずほキャピタルパートナーズ株式会社からは、MBOファン

ドという性格上、当社グループの事業戦略上必要な取引先への譲渡等優先的に検討していくことを基本とする方

針である旨伝えられております。上記の通り、当該株式の売却が行われた場合や売却の可能性が生じた場合には、

当社株式の流通状況及び市場価格に影響を及ぼす可能性があります。
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⑳ 双日株式会社及び双日グループ会社との関係について

　当社グループが所属する双日グループは、総合商社として物品の売買及び貿易業を中心に、国内及び海外にお

ける各種商品の製造・販売・サービスの提供に携わっているほか、各種プロジェクトの企画・調整・コーディ

ネーターとしての機能の発揮、各種事業分野への投資及び金融活動等、全世界的に多角的な事業を行なっており、

当社グループはその中の「エネルギー・金属資源」のセグメントに属しております。

当社は現在双日グループと下記のような関係を有しております。

a. 当社の発行済み株式総数の15.74％を所有する主要株主

b. 双日グループから当社への役員派遣及び当社社員の同社への出向

c. 双日株式会社及び双日グループ会社との取引関係（売上、仕入れ、業務委託及び業務受託）

　当社は同社の持分法適用会社でありますが、事業活動上の制約、経済的支援などは受けておらず、引続き良好

な協力関係を維持していけるものと認識をしており、親会社等からの一定の独立性を確保していると考えており

ますが、親会社等において当社グループとの取引等に関する基本方針に変更が生じた場合には、当社グループの

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 

 (注）１.＊は当社株式を15.74％保有するその他の関係会社であります。当社は同社経由国内外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。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

(2）目標とする経営指標

(3）中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　上記内容につきましては平成19年３月期決算短信（平成19年５月22日開示）により開示を行った内容から重要な

変更がないため開示を省略いたします。

　当該決算短信及び関連事項は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.alconix.com/jp/ir/library.html

（ジャスダック証券取引所ホームページ（上場会社検索サービス））

http://jds.jasdaq.co.jp/
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 ＊１  8,506,824   4,621,872   4,701,347  

２．受取手形及び売掛金
＊４
＊５

 25,773,079   29,791,979   26,210,857  

３. 有価証券　 
 
 

 －   －   99,948  

４．たな卸資産   8,547,822   16,821,297   13,809,183  

５．その他   2,389,050   2,448,862   2,905,732  

貸倒引当金   △312,595   △338,465   △308,388  

流動資産合計   44,904,181 95.9  53,345,546 95.3  47,418,680 94.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産  246,393   318,390   280,557   

減価償却累計額  50,593 195,799  92,601 225,788  71,871 208,685  

２．無形固定資産           

(1)のれん  172,759   112,106   154,410   

(2)その他  33,621 206,380  106,958 219,064  50,507 204,917  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  1,334,072   1,945,555   1,977,534   

(2)その他  164,424   235,759   163,926   

貸倒引当金  △204 1,498,292  △153 2,181,162  △730 2,140,731  

固定資産合計   1,900,472 4.1  2,626,015 4.7  2,554,334 5.1

資産合計   46,804,654 100.0  55,971,562 100.0  49,973,015 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 ＊５  28,706,451   34,057,235   31,846,199  

２．短期借入金   8,027,952   11,438,734   7,570,701  

３．一年以内返予定長期
借入金

  140,000   247,500   181,500  

４．一年以内償還予定社
債

  360,000   360,000   360,000  

５．賞与引当金   198,822   266,036   306,534  

６．その他   1,535,698   1,342,665   1,668,719  

流動負債合計   38,968,924 83.3  47,712,172 85.2  41,933,655 83.9

Ⅱ　固定負債           

１．社債   1,740,000   1,380,000   1,560,000  

２．長期借入金   860,000   895,900   848,500  

３．退職給付引当金   121,012   147,677   137,345  

４．役員退職慰労引当金   23,853   43,533   32,391  

５．繰延税金負債   207,623   69,574   197,410  

６．その他   657   272   471  

固定負債合計   2,953,147 6.3  2,536,957 4.6  2,776,119 5.6

負債合計   41,922,071 89.6  50,249,129 89.8  44,709,775 89.5

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   1,467,906 3.1  1,471,336 2.6  1,471,336 3.0

　２　資本剰余金   510,311 1.1  513,741 0.9  513,741 1.0

　３　利益剰余金   2,293,982 4.9  3,372,602 6.0  2,760,565 5.5

　　株主資本合計   4,272,200 9.1  5,357,680 9.5  4,745,643 9.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価

差額金
  412,345 0.9  217,800 0.4  401,339 0.8

２　繰延ヘッジ損益   136,222 0.3  △6,283 △0.0  15,916 0.0

３　為替換算調整勘定   10,093 0.0  53,964 0.1  29,044 0.1

評価・換算差額等合計   558,660 1.2  265,481 0.5  446,299 0.9

Ⅲ　新株予約権   5,464 0.0  21,120 0.0  7,224 0.0

Ⅳ　少数株主持分   46,257 0.1  78,150 0.2  64,072 0.1

純資産合計   4,882,582 10.4  5,722,432 10.2  5,263,240 10.5

負債純資産合計   46,804,654 100.0  55,971,562 100.0  49,973,015 100.0
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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18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19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   84,549,751 100.0  105,520,318 100.0  172,781,001 100.0

Ⅱ　売上原価   81,479,902 96.4  101,872,906 96.5  166,668,734 96.5

売上総利益   3,069,848 3.6  3,647,412 3.5  6,112,266 3.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１  1,651,276 1.9  1,969,096 1.9  3,631,517 2.1

営業利益   1,418,572 1.7  1,678,315 1.6  2,480,749 1.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  7,022   11,601   19,227   

２．仕入割引  7,554   15,583   20,546   

３．受取配当金  22,242   13,852   30,500   

４．為替差益  6,857   －   12,252   

５．業務受託料  3,670   7,088   9,139   

６．その他  15,613 62,960 0.0 11,910 60,036 0.0 27,641 119,307 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  162,205   123,441   286,484   

２. 社債利息  －   13,031   15,887   

３．為替差損  －   16,338   －   

４．手形売却損  42,889   60,357   77,560   

５．たな卸資産評価損  70,604   64,548   140,770   

６．その他  89,256 364,955 0.4 78,948 356,665 0.3 168,734 689,437 0.4

経常利益   1,116,577 1.3  1,381,686 1.3  1,910,619 1.1

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  1,499 1,499 0.0 － － － 1,499 1,499 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．投資有価証券売却損  －   －   3,661   

２．投資有価証券評価損  4,799 4,799 0.0 22,399 22,399 0.0 4,799 8,461 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

  1,113,277 1.3  1,359,286 1.3  1,903,657 1.1

法人税、住民税及び
事業税

 567,266   570,447   957,941   

法人税等調整額  △80,561 486,705 0.6 2,663 573,111 0.6 △161,161 796,779 0.5

少数株主利益   16,218 0.0  16,774 0.0  29,940 0.0

中間（当期）純利益   610,353 0.7  769,401 0.7  1,076,937 0.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

　前中間連結会計期間（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 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

1,192,386 135,071 1,792,328 3,119,786

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 275,520 375,240 － 650,760

剰余金の配当（注） － － △108,700 △108,700

中間純利益 － － 610,353 610,353

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)

275,520 375,240 501,653 1,152,413

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（千円）
1,467,906 510,311 2,293,982 4,272,200

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

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）
403,772 － 10,316 414,088 － 32,194 3,566,069

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行 － － － － － － 650,760

剰余金の配当（注） － － － － － － △108,700

中間純利益 － － － － － － 610,353

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）

8,572 136,222 △223 144,572 5,464 14,062 164,098

中間連結会計期間中の変動額合計
　               　（千円)

8,572 136,222 △223 144,572 5,464 14,062 1,316,512

平成18年９月30日　残高
（千円）

412,345 136,222 10,093 558,660 5,464 46,257 4,882,582

　（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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　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日　残高　　　
（千円）

1,471,336 513,741 2,760,565 4,745,643

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △157,365 △157,365

中間純利益   769,401 769,401

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)

－ － 612,036 612,036

平成19年９月30日　残高　 　　
　

（千円）
1,471,336 513,741 3,372,602 5,357,680

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

評価・換算差

額等合計

平成19年３月31日　残高　　　　
　　

（千円）
401,339 15,916 29,044 446,299 7,224 64,072 5,263,240

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）       △157,365

中間純利益       769,401

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）

△183,538 △22,199 24,919 △180,818 13,896 14,077 △152,843

中間連結会計期間中の変動額合計
　               　（千円)

△183,538 △22,199 24,919 △180,818 13,896 14,077 459,192

平成19年９月30日　残高
（千円）

217,800 △6,283 53,964 265,481 21,120 78,150 5,722,432

　（注）　平成19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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　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

1,192,386 135,071 1,792,328 3,119,786

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 278,950 378,670  657,620

剰余金の配当（注）   △108,700 △108,700

当期純利益   1,076,937 1,076,937

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円)

278,950 378,670 968,237 1,625,857

平成19年３月31日　残高　 　　
　

（千円）
1,471,336 513,741 2,760,565 4,745,643

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

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）
403,772 － 10,316 414,088 － 32,194 3,566,069

連結会計年度中の変動額        

新株の発行       657,620

剰余金の配当（注）       △108,700

当期純利益       1,076,937

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△2,433 15,916 18,727 32,211 7,224 31,878 71,313

連結会計年度中の変動額合計
（千円)

△2,433 15,916 18,727 32,211 7,224 31,878 1,697,170

平成19年３月31日　残高
（千円）

401,339 15,916 29,044 446,299 7,224 64,072 5,263,240

　（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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19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

 1,113,277 1,359,286 1,903,657

減価償却費  15,083 27,141 41,391

のれん償却額  42,904 46,546 88,528

株式報酬費用  5,464 13,896 7,224

貸倒引当金の増減額
(減少：△)

 19,092 29,316 15,249

賞与引当金の増減額
(減少：△)

 7,383 △40,814 115,124

退職給付引当金の増減額
(減少：△)

 13,197 10,331 29,531

役員退職慰労引当金の増減額
(減少：△)

 △6,612 11,141 1,925

受取利息及び受取配当金  △29,264 △25,454 △49,727

支払利息  162,205 123,441 286,484

社債利息  － 13,031 15,887

為替差損益
(差益：△)

 △111 △21,724 △300

固定資産除売却損  － － 487

投資有価証券売却益  △1,499 － △1,499

投資有価証券売却損  － － 3,661

投資有価証券評価損  4,799 22,399 4,799

売上債権の増減額
(増加：△)

 △2,947,852 △3,301,079 △3,202,614

たな卸資産の増減額
(増加：△)

 △1,247,545 △2,988,585 △6,420,208

仕入債務の増減額
(減少：△)

 5,088,144 1,905,805 8,027,056

未収消費税等の増減額
(増加：△)

 214,659 93,584 29,676

未払事業税・外形標準課税額
の増減額(減少：△)

 △6,821 △1,199 △8,689

前渡金の増減額
(増加：△)

 11,862 12,462 △66,143

前払費用の増減額
(増加：△)

 △5,059 △68,922 13,883

未収入金の増減額
(増加：△)

 △1,214,231 617,002 △1,696,763

短期差入保証金の増減額
(増加：△)

 △193 △671 15,000
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前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

長期差入保証金の増減額
(増加：△)

 △242 △1,459 △487

未払金の増減額
(減少：△)

 △1,960 △91,096 △31,775

未払費用の増減額
(減少：△)

 △40,628 50,518 △9,322

前受金の増減額
(減少：△)

 8,712 △328,702 127,557

預り金の増減額
(減少：△)

 19,323 △77,501 19,350

その他  △2,995 △8,032 18,444

小計  1,221,091 △2,619,337 △722,612

利息及び配当金の受取額  28,805 25,130 49,807

利息の支払額  △182,999 △145,018 △284,780

法人税等の支払額  △454,913 △661,407 △750,852

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 611,984 △3,400,633 △1,708,438

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  － － △26,000

定期預金の払戻による収入  － 11,000 146,000

有形固定資産の取得による支
出

 △32,475 △35,203 △63,723

有形固定資産の売却による収
入

 97 － 104

無形固定資産の取得による支
出

 △4,372 △73,061 △25,230

投資有価証券の取得による支
出

 － △299,930 △685,731

投資有価証券の売却による収
入

 1,500 － 21,538

出資金の拠出による支出  － △53,503 －

営業の譲受による支出  － － △91,983

貸付金の回収による収入  5,140 － 13,523

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △30,110 △450,698 △711,502
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前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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  462,328 3,934,033 △14,596

長期借入による収入  1,000,000 200,000 1,100,000

長期借入金の返済による
支出

 － △152,600 △70,000

社債の発行による収入  2,100,000 － 2,100,000

社債の償還による支出  － △180,000 △180,000

株式の発行による収入  650,484 － 657,344

配当金の支払額  △108,700 △156,825 △108,700

少数株主への配当金の支払額  △2,156 △5,794 △2,156

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 4,101,957 3,638,813 3,481,891

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 △2,525 44,096 33,825

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
(減少：△)

 4,681,305 △168,422 1,095,776

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,679,519 4,775,295 3,679,519

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
(期末)残高

＊１ 8,360,824 4,606,872 4,775,295
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関

する事項

連結子会社の数　　７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.

ALCONIX EUROPE GMBH

　上記のうち、ALCONIX 

EUROPE GMBHにつきましては、

当中間連結会計期間におい

て新たに設立されたため、

連結の範囲に含めておりま

す。

連結子会社の数　　８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.

ALCONIX EUROPE GMBH

ALCONIX(MALAYSIA)

SDN.BHD.

連結子会社の数　　８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.

ALCONIX EUROPE GMBH

ALCONIX(MALAYSIA)

SDN.BHD.

　上記のうち、ALCONIX 

EUROPE GMBH及びALCONIX

(MALAYSIA)SDN.BHD.につき

ましては、当連結会計年度

において新たに設立された

ため、連結の範囲に含めて

おります。

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

WINTON INTERNATIONAL 

INDUSTRIES LIMITED

持分法を適用しない関連会社

三高金属産業株式会社

WINTON INTERNATIONAL 

INDUSTRIES LIMITED

持分法を適用しない関連会社

三高金属産業株式会社

WINTON INTERNATIONAL 

INDUSTRIES LIMITED

 　持分法を適用していない関

連会社は、中間純損益(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

分法の適用対象から除いても

中間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。　　　　　　　

　持分法を適用していない関

連会社は、中間純損益(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

分法の適用対象から除いても

中間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。　　　　　　

　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

分法の適用対象から除いても

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。

 　なお、 深芝精密部件有限公

司につきましては、持分比率

が低下し、関連会社に該当し

なくなったため、関連会社の

範囲から除外しております。

 　なお、深芝精密部件有限公

司につきましては、持分比率

が低下し、関連会社に該当し

なくなったため、関連会社の

範囲から除外しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．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

ALCONIX(THAILAND)LTD.

ALCONIX(SINGAPORE)PTE. 

LTD.

ALCONIX HONGKONG CORP., 

LTD.

ALCONIX USA,INC.

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.

ALCONIX EUROPE GMBH

　の中間決算日は６月30日で

あります。

連結子会社

ALCONIX(THAILAND)LTD.

ALCONIX(SINGAPORE)PTE. 

LTD.

ALCONIX HONGKONG CORP., 

LTD.

ALCONIX USA,INC.

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.

ALCONIX EUROPE GMBH

ALCONIX(MALAYSIA)

SDN.BHD.

　の中間決算日は６月30日で

あります。

 

連結子会社

ALCONIX(THAILAND)LTD.

ALCONIX(SINGAPORE)PTE. 

LTD.

ALCONIX HONGKONG CORP., 

LTD.

ALCONIX USA,INC.

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.

ALCONIX EUROPE GMBH

ALCONIX(MALAYSIA)

SDN.BHD.

　の決算日は12月31日であり

ます。

 　中間連結財務諸表の作成に

当たっては、連結子会社の中

間決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、中

間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 　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。

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

　中間決算日の市場価格等に

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)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

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)

によっております。

 　ロ．時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

によっております。

　ロ．時価のないもの

同左

　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

②　デリバティブ

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ③　たな卸資産

イ．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

イ．小口販売用銅管

同左

③　たな卸資産

小口販売用銅管

 同左

 ロ．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。

ロ．その他のたな卸資産

同左

その他のたな卸資産

 同左

(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。

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。

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

２～８年

工具、器具及び備品

２～20年

 

──────

　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

２～８年

工具、器具及び備品

２～10年

 

（会計方針の変更） 

　当社及び国内連結子会社は、

当中間連結会計期間より、平

成19年度の法人税法改正に伴

い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更し

ております。これによる営業

利益、経常利益、及び税金等

調整前中間純利益に与える影

響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。

　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

２～８年

工具、器具及び備品

２～10年

 

──────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ────── （追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、

当中間連結会計期間より、平

成19年度の法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上してお

ります。これによる営業利益、

経常利益、及び税金等調整前

中間純利益に与える影響は軽

微であります。

　なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。

──────

 ②　無形固定資産

イ．のれん

　原則として５年間の定額法

により償却を行っております。

②　無形固定資産

イ．のれん

同左

②　無形固定資産

イ．のれん

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

ロ．その他の無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3)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

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中間

連結会計期間の負担額を計上

しております。

②　賞与引当金

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。

 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、当中間連結会計期間末に

おける退職給付債務及び年金

資産等に基づき、当中間連結

会計期間末において発生して

いる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

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。

 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中間連

結会計期間末における要支給

額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4)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、中

間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

の資産及び負債は、中間決算

日の直物為替相場により円貨

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及び

少数株主持分に含めて計上し

ております。

同左 　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

額は純資産の部における為替

換算調整勘定及び少数株主持

分に含めて計上しております。

(5)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 同左

(6)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

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

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

③　ヘッジ方針

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 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

④　ヘッジ有効性の評価方法

同左

(7)その他中間連結財

務諸表(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

消費税等の会計処理

同左

５．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、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 同左
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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)及び「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4,694,638千円であります。

　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。

──────

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

  当連結会計年度より、「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）及び「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5,176,027千円でありま

す。

　なお、当連結会計年度における貸

借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成

しております。

(ストック・オプション等に関する会

計基準) 

  当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準第８号　平成17年12月

27日)及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第11号　平成18年５

月31日)を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益は、それぞれ

5,464千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

──────

 

(ストック・オプション等に関する会

計基準) 

　当連結会計年度より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号　平成17

年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号

　平成18年５月31日）を適用してお

ります。

　これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ7,224千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

──────

 

(インパクトローン金利の処理) 

　従来、インパクトローンに係る金利

は期間費用として営業外費用に計上し

ておりましたが、当中間連結会計期間

よりたな卸資産の取得原価に含める処

理に変更しております。

　この変更は、当中間連結会計期間よ

り、貿易取引に関する資金調達方針の

変更により、個別取引に対応させて調

達するインパクトローンの割合が増加

してきたことを踏まえ、インパクト

ローン金利を期間的に収益に対応させ

るよりも、商品調達のためであるとい

う収益との直接的な対応関係を重視し、

収益に個別的に対応させた方が経営成

績をより適切に開示することになるた

めに行ったものであります。

　この結果、従来と同一の方法によっ

た場合と比較して、売上原価は77,466

千円増加し、支払利息は95,336千円減

少し、たな卸資産は39,596千円増加し、

未払費用は21,726千円増加するため、

営業利益が77,466千円減少し、経常利

益及び税金等調整前中間純利益が

17,870千円増加しております。

──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「営業権」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」

と表示しております。

　また、「連結調整勘定」として掲記されていたものは、

当中間連結会計期間から「のれん」と表示しております。

──────

 

 

（中間連結損益計算書）

　「たな卸資産評価損」は、前中間連結会計期間まで営

業外費用の「その他」に含めて表示していましたが、営

業外費用の総額の100分の10を越えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前中間連結会計期間における「たな卸資産評価

損」の金額は3,002千円であります。

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　当中間連結会計期間より、営業活動によるキャッシュ・

フローの「連結調整勘定償却額」及び営業権償却額を「の

れん償却額」として表示しております。

　なお、前中間連結会計期間において、営業権償却額は、

「減価償却費」に34,910千円含まれております。
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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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

＊１　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務

＊１　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務

＊１　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務

　担保に供している資産

　現金及び預金 146,000千円

　担保に供している資産

　現金及び預金     15,000千円

　担保に供している資産

　現金及び預金      26,000千円

　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18,384

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

7,726千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10,902

千円の担保に供しております。

　２　偶発債務 　２　偶発債務 　２　偶発債務

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.

317,688千円

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.

       364,932千円

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.

       343,463千円

　３　輸出受取手形割引高

2,163,885千円

　受取手形割引高

302,416千円

　３　輸出受取手形割引高

153,792千円

　受取手形割引高

353,717千円

　３　輸出受取手形割引高

156,973千円

　受取手形割引高

495,503千円

＊４　信託受益権

　手形の流動化に伴う、当中間連結

会計期間末受取手形残高相当額は

7,989,243千円であり、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1,195,740千円を

流動資産の「受取手形及び売掛金」

に含めております。

＊４　　　 ────── ＊４　　　 ──────

 ＊５　中間連結会計期間末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。

 ＊５　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

会計処理は、手形交換日をもって決

済処理しております。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。

 ＊５　連結会計年度末日満期手形 

　連結会計年度末日満期手形の会計

処理は、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当連結会計

年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の連結会計年度末日満期手

形が連結会計年度末残高に含まれて

おります。

受取手形 19,811千円

支払手形 1,295,108千円

受取手形 215,579千円

支払手形 1,257,732千円

受取手形   29,201千円

支払手形 1,347,757千円
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

　従業員給料手当 495,568千円

　のれん償却額 42,904千円

　事務委託料 156,561千円

　賞与引当金繰入額 198,822千円

　役員退職慰労引当金繰入額

 13,387千円

　貸倒引当金繰入額 19,092千円

　退職給付費用 21,120千円

　減価償却費 15,083千円

　従業員給料手当 611,647千円

　のれん償却額 46,546千円

　事務委託料 213,482千円

　賞与引当金繰入額 170,473千円

　役員退職慰労引当金繰入額

 11,141千円

　貸倒引当金繰入額 29,316千円

　退職給付費用 31,383千円

　減価償却費 27,141千円

　従業員給料手当 1,243,640千円

　法定福利費 201,224千円

　事務委託料 381,014千円

　賞与引当金繰入額 306,534千円

　役員退職慰労引当金繰入額

 21,925千円

　貸倒引当金繰入額 15,249千円

　退職給付費用    47,352千円

　賃借料  200,380千円

　減価償却費 41,391千円

　のれん償却額 88,528千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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　（注）１ 2,174 240 － 2,414

合計 2,174 240 － 2,414

 自己株式     

 　　普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加240千株は、新株の発行による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会

計期間末残高

（千円）

前連結会計

年度末

当中間連結会

計期間増加

当中間連結会

計期間減少

当中間連結

会計期間末

 提出会社

（親会社）

ストック・オプションとしての

第１回新株予約権
－ － － － － －

ストック・オプションとしての

第２回新株予約権
－ － － － － －

ストック・オプションとしての

第３回新株予約権
－ － － － － －

 連結子会社  － － － － － － 5,464

 合計 － － － － － 5,464

（注）１．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

３．配当に関する事項

（１）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28日

定時株主総会
普通株式 108,700 50  平成18年３月31日  平成18年６月28日
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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 2,421 － － 2,421

合計 2,421 － － 2,421

 自己株式     

 　　普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会

計期間末残高

（千円）

前連結会計

年度末

当中間連結会

計期間増加

当中間連結会

計期間減少

当中間連結会

計期間末

 提出会社

（親会社）

ストック・オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 4,399

 連結子会社  － － － － － － 16,721

 合計 － － － － － 21,120

 

 

３．配当に関する事項

（１）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19年６月26日

定時株主総会
普通株式 157,365 65  平成19年３月31日  平成19年６月27日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末株

式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 2,174 247 － 2,421

合計 2,174 247 － 2,421

 自己株式     

 　　普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加247千株は、新株の発行による増加240千株、ストック・オプションの権利行

使による増加7千株であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計

年度末残高

（千円）

前連結会計

年度末

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

 提出会社

（親会社）

ストック・オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 1,759

 連結子会社  － － － － － － 5,464

 合計 － － － － － 7,224

 

３．配当に関する事項

（１）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28日

定時株主総会
普通株式 108,700 50  平成18年３月31日  平成18年６月28日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 157,365 利益剰余金 65  平成19年３月31日 平成19年６月27日

アルコニックス㈱(3036)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 34 －



（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

＊１　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

＊１　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

＊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18年９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 8,506,824千円

担保預金 △146,000千円

現金及び現金同等物 8,360,824千円

現金及び預金勘定 4,621,872千円

担保預金 △15,000千円

現金及び現金同等物 4,606,872千円

現金及び預金勘定 4,701,347千円

担保預金 △26,000千円

有価証券（コマーシャ

ル・ペーパー）
99,948千円

現金及び現金同等物 4,775,295千円

＊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欧州会

社から譲受けた資産の内訳と当該

譲受けによる支出との関係は次の

とおりであります。

イ　流動資産 68,798千円

ロ　固定資産  23,184千円

ハ　営業の譲受けによ

り増加した資産
91,983千円

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
91,983千円
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 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等

　中間決算短信における開示を省略しております。
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（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18年４月１日　至平成18年９月30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）

売上高        

(1)外部顧客に対

する売上高
26,984,714 29,988,974 20,150,579 7,425,482 84,549,751 － 84,549,751

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

117,550 1,024,410 417,185 206,771 1,765,919 (1,765,919) －

計 27,102,265 31,013,385 20,567,765 7,632,254 86,315,670 (1,765,919) 84,549,751

営業費用 26,744,651 30,221,970 20,385,722 7,546,699 84,899,043 (1,767,864) 83,131,179

営業利益 357,613 791,415 182,043 85,555 1,416,627 1,945 1,418,572

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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）

売上高        

(1)外部顧客に対

する売上高
31,790,306 44,639,287 22,398,030 6,692,694 105,520,318 － 105,520,318

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

238,152 883,377 294,647 286,208 1,702,385 (1,702,385) －

計 32,028,458 45,522,664 22,692,678 6,978,902 107,222,704 (1,702,385) 105,520,318

営業費用 31,695,024 44,448,974 22,506,675 6,884,127 105,534,801 (1,692,798) 103,842,002

営業利益 333,434 1,073,690 186,002 94,775 1,687,902 (9,587) 1,678,315

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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）

売上高        

(1)外部顧客に対

する売上高
55,802,763 61,730,407 40,930,509 14,317,320 172,781,001 － 172,781,001

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

203,814 1,915,469 792,521 421,562 3,333,368 (3,333,368) －

計 56,006,578 63,645,876 41,723,030 14,738,883 176,114,369 (3,333,368) 172,781,001

営業費用 55,404,477 62,268,393 41,365,234 14,598,368 173,636,474 (3,336,222) 170,300,251

営業利益 602,101 1,377,483 357,796 140,514 2,477,894 2,854 2,480,749
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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な製品

事業区分 主要取扱商品

軽金属・銅製品事業

家電、航空機及び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

(銅管、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、発電設備及び化学工業機器などに使用されるチタン製品、

鐵鋼添加剤、二次電池用ニッケル製品、チタン、タングステン、モリブデン、ガリ

ウム、インジウム、レアアース等のレアメタル

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、アルミダイカスト製

品、金型、鋳物製品、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．会計方針の変更

　　前中間連結会計期間 

　　（ストック・オプション等に関する会計基準） 

　「中間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」に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号　平成17年12月27日)及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日)を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「電子・機能材事業」の営業費用は5,464

千円増加し、営業利益が同額減少しております。
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　　当中間連結会計期間

　　（固定資産の減価償却方法の変更）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、当

社及び国内連結子会社は、平成19年度の法人税法改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる営業利益に与え

る影響は軽微であります。

　また、当中間連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、平成19年度の法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる営業利益に与える影響

は軽微であります。

　　（インパクトローン金利の処理）

　「中間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」に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り、当社は個別取引に対応させて調達するインパクトローンに係る金利の処理の方法を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「軽金属・銅製

品事業」が12,490千円、「電子・機能材事業」が64,976千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しており

ます。

　　前連結会計年度

　　（ストック・オプション等に関する会計基準） 

　「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号　平成17年12月27日)及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日)を適用しており

ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「軽金属・銅製品事業」で928千円、「電子・機

能材事業」で5,740千円、「非鉄原料事業」で86千円及び「建設・産業資材事業」で468千円、それぞれ営業

費用が増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間(自平成18年４月１日　至平成18年９月30日)の本邦の売上高は、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19年４月１日　至平成19年９月30日）

 
日本

（千円）
その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 94,422,052 11,098,265 105,520,318 － 105,520,318

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
7,693,063 1,102,075 8,795,139 (8,795,139) －

計 102,115,116 12,200,341 114,315,457 (8,795,139) 105,520,318

営業費用 100,549,905 12,087,351 112,637,256 (8,795,253) 103,842,002

営業利益 1,565,211 112,989 1,678,200 114 1,678,315

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成19年３月31日）

 
日本

（千円）
その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 160,270,470 12,510,530 172,781,001 － 172,781,001

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,036,421 1,694,702 11,731,123 (11,731,123) －

計 170,306,891 14,205,233 184,512,125 (11,731,123) 172,781,001

営業費用 167,855,952 14,141,200 181,997,153 (11,696,901) 170,300,251

営業利益 2,450,939 64,032 2,514,971 (34,222) 2,480,749

（注）１．国又は地域は、地理的近接度によっております。

２．その他の地域は、中国、東南アジア、米国及びドイツですが、売上高及び営業損益が単独地域で全セグメン

トの売上高及び営業損益の10％未満でありますので、その他の地域に一括して記載しております。

３．営業費用のうち、配賦不能営業費用はありません。

４．会計方針の変更

　　当中間連結会計期間　

　　（固定資産の減価償却方法の変更）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、

当社及び国内連結子会社は、平成19年度の法人税法改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる「日本」

の営業利益に与える影響は軽微であります。

　また、当中間連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、平成19年度の法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる「日本」の営

業利益に与える影響は軽微であります。
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　　（インパクトローン金利の処理）

　「中間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」に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り、当社は個別取引に対応させて調達するインパクトローンに係る金利の処理の方法を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「日本」が77,466

千円増加し、営業利益が77,466千円減少しております。

　　前連結会計年度

　　（ストック・オプション等に関する会計基準）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は7,224千円増加し、

営業利益が同額減少しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 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） 14,939,783 4,629,493 4,741,339 723,561 25,034,178

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 84,549,751

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
17.7 5.5 5.6 0.8 29.6

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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） 17,877,689 3,781,527 6,978,904 1,204,172 29,842,294

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 105,520,318

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
17.0 3.6 6.6 1.1 28.3

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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） 28,655,772 7,411,900 8,446,188 1,615,446 46,129,308

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 172,781,001

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
16.6 4.3 4.9 0.9 26.7

　（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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 2,001.19円

１株当たり中間純利益

金額
255.62円

１株当たり純資産額   2,322.66円

１株当たり中間純利益

金額
 317.80円

１株当たり純資産額 2,144.54円

１株当たり当期純利益

金額
448.50円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
250.39円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
  309.57円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
439.37円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当り中間（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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益(千円) 610,353 769,401 1,076,937

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

(うち利益処分による役員賞与金) （－） （－） （－）

普通株式に係る中間(当期)純利益(千

円)
610,353 769,401 1,076,937

期中平均株式数(千株) 2,387 2,421 2,401

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） 2,856 5,309 4,870

（うち連結子会社の潜在株式にか

かる中間（当期）純利益調整額）
(2,856) (5,309) (4,870)

普通株式増加数（千株） 38 47 38

（うち新株予約権） (38) (47) (38)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要

 ─────  ───── 第４回新株予約権(新株予

約権の数72個)。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．第四回新株予約権(ストックオプ

ション)発行条件等の決定

　平成18年５月23日開催の取締役会

及び６月28日開催の第25回定時株主

総会及び同日開催の取締役会の決議

により発行することが決定していた

第四回新株予約権(ストックオプショ

ン)の付与日が、平成18年11月28日開

催の取締役会決議により平成18年12

月１日に決定いたしました。

　付与日の決定後における新株予約

権の発行要領は以下のとおりであり

ます。

(1) 新株予約権の付与日

平成18年12月１日

(2) 新株予約権の発行数

72個（新株予約権１個につき普

通株式100株）

(3) 新株予約権の発行価額

無償で発行する。

(4) 新株予約権の目的となる株式の

種類及び数

当社普通株式7,200株

(5) 新株予約権の行使に際しての払

込金額

１株当り　5,828円

(6) 新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額

41,961,600円

(7) 新株予約権の行使期間

平成20年12月２日から平成28年

12月１日まで

(8) 新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額中資本に組み

入れない額

2,914円

(9) 新株予約権割当の対象者

当社の取締役２名、監査役１名

及び従業員のうち執行役員に対

し６名、計９名

１．       ────── １．       ──────
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(10) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、

権利行使時においても、当社も

しくは当社子会社及び当社関連

会社の取締役、監査役、執行役

員又は従業員の地位にあること

を要す。但し、任期満了による

退任、定年退職その他取締役会

が正当な事由があると認めた場

合には、退任又は退職後の２年

間は新株予約権の行使を認める

ものとする。

②新株予約権の割当を受けた者が、

法律や社内諸規則等の違反、社

会や会社に対する背信行為が

あった場合には、権利は即時に

喪失するものとし、以後新株予

約権者の新株予約権の行使は認

めない。

③新株予約権の相続は認めない。

④その他の条件については、平成

18年５月23日開催の取締役会お

よび第25回定時株主総会におい

て承認された、当社と対象取締

役、監査役及び従業員との間で

締結する「第四回新株予約権割

当契約」に定めるところによる。

(11) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要するものとする。

但し、当社と新株予約権者との

間で締結する契約において、新

株予約権を譲渡してはならない

ことを定めることができる。

(12) 財務諸表への影響額

なお、財務諸表への影響額につ

きましては、株式報酬費用とし

て、平成18年12月１日から平成

20年12月１日まで２年間に

10,999千円発生する見込みです。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

２．       ────── ２．       ────── ２．第五回新株予約権(ストックオプ

ション)発行

 　平成19年６月26日開催の第26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、当社取締役及び一

部の従業員に対して、会社法第236条、

第238条および第239条の規定に基づ

き、新株予約権の付与（ストック・

オプション）を決議いたしました。

　なお、ストックオプション制度の

詳細につきましては以下のとおりで

あります。

(1) 新株予約権の付与日

　募集新株予約権の発行は本定時

株主総会承認後１年以内の取締役

会で決定する。

(2) 付与対象者及び人数（名）

　取締役に対し20個、従業員に対

し180個を１年間の上限とする。総

数200個を上限とする。（新株予約

権１個につき普通株式100株）

(3) 新株予約権の目的となる株式の種

類及び株式数

　普通株式20,000株を上限とす

る。

　なお、本新株予約権発行後、当

社が株式の分割または併合を行う

場合、それぞれの効力発生の時点

をもって次の算式により目的たる

株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本新株予約

権のうち、当該時点で権利行使し

ていない新株予約権の目的たる株

式についてのみ行われ、調整の結

果１株未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分

割（または併合）の比率

　また、当社が他社と合併を行い

本新株予約権が承継される場合、

または、当社が会社分割を行う場

合、並びに、当社が完全子会社と

なる株式交換または株式移転を行

い本新株予約権が承継される場合、

当社は必要と認める株式の数の調

整を行う。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  (4) 新株予約権の発行価額

　無償で発行する。

(5) 新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額

　１株当たりの払込金額は、新株

予約権の発行日の属する月の前月

各日（ただし、取引の成立しない

日を除く。）のジャスダック証券

取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値に1.20を乗

じた金額とし、計算の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるもの

とする。ただし、かかる金額が、

新株予約権の発行日の終値（ただ

し、当日に終値のない場合はそれ

に先立つ直近日の終値とする。）

を下回る場合には、１株当たりの

払込金額は、新株予約権の発行日

の終値に1.20を乗じた金額とす

る。

　新株予約権１個当たりの払込金

額は、１株当たりの払込金額に

「(2）付与対象者及び人数

（名）」に定める新株予約権１個

当たりの株式数を乗じた金額とす

る。

なお、新株予約権発行後、時価を

下回る価額で新株を発行、又は、

自己株式を処分するときには、次

の算式により払込金額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数

は切り上げるものとする。

    
既発

行株

式数

＋

新規発行株式

数 × １株当

たり払込金額

調整

後払

込金

額

＝

調整

前払

込金

額

×

新規発行前の

１株当たり時

価

既発行株式数 ＋ 新規

発行株式数
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

    なお、上記株式数において「既

発行株式数」とは、当社の発行済

株式総数から当社の保有する自己

株式の総数を控除した数とし、ま

た、自己株式を処分する場合には、

「新規発行株式数」を「処分すべ

き株式数」に、「1株当たり払込金

額」を「1株当たり処分金額」に読

み替えることとする。

　また、本新株予約権発行後、当

社が株式の分割または併合を行う

場合、それぞれの効力発生の時点

をもって次の算式より１株当たり

の払込金額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げ

るものとする。

調整後払

込金額
＝

調整前払

込金額
×

１

分割又は併合

の比率

(6) 新株予約権の行使期間

　新株予約権の発行日当日から２

年を経過した日より８年以内とす

る。ただし、行使期間の最終日が

会社の休日にあたるときは、その

前営業日を最終日とする。 

(7) 新株予約権の行使により発行する

株式の発行価額中資本に組入れな

い額

　本新株予約権の行使により発行

する株式の発行価額中資本に組み

入れない額は、発行価額（但し、

発行価額について調整が行われた

場合は、調整後の発行価額）から、

資本に組み入れる額を減じた金額

とする。資本に組み入れる額とは、

発行価額（但し、調整が行われた

場合は、調整後の発行価額）に0.5

を乗じた金額とし、計算の結果１

円未満の端数を生じる場合は、そ

の端数を切り上げた額とする。

(8) 新株予約権の行使により発行され

る株式の配当起算日

　本新株予約権の行使により発行

した当社株式に対する最初の利益

配当金は、本新株予約権の行使が

なされたときの属する営業年度の

初めにおいて本新株予約権の行使

がなされたものとみなして支払う。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  　但し、中間配当を実施する場合

は、本新株予約権の行使が4月1日

から9月30日までになされたときに

は4月1日に、10月1日から翌年3月

31日までになされたときには10月

1日に、それぞれ本新株予約権の行

使があったものとみなしてこれを

支払う。

(9) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、

権利行使時においても、当社も

しくは当社子会社及び当社関連

会社の取締役、監査役、執行役

員又は従業員の地位にあること

を要す。但し、任期満了による

退任、定年退職その他取締役会

が正当な事由があると認めた場

合には、退任又は退職後の２年

間は新株予約権の行使を認める

ものとする。

②新株予約権の割当を受けた者が、

法律や社内諸規則等の違反、社

会や会社に対する背信行為が

あった場合には、権利は即時に

喪失するものとし、以後新株予

約権者の新株予約権の行使は認

めない。

③新株予約権の相続は認めない。

④その他の条件については、本株

主総会決議後今後開催される募

集新株予約権発行の取締役会決

議に基づき、当社と対象取締役、

及び従業員との間で締結する

「第五回新株予約権割当契約」

に定めるところによる。

(10) 新株予約権の取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約

書が承認されたとき、若しくは

当社が完全子会社となる株式交

換契約書承認の議案並びに株式

移転の議案につき株主総会で承

認されたときは、新株予約権は

無償で取得することができる。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  ②当社は、新株予約権の割当を受

けた者が「(9）新株予約権の行

使の条件」に定める規定により、

権利を行使する条件に該当しな

くなった場合及び新株予約権を

喪失した場合にはその新株予約

権を無償で取得することができ

る。

(11) 新株予約権の譲渡制限

　新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要するものとする。

ただし、当社と新株予約権者との

間で締結する契約において、新株

予約権を譲渡してはならないこと

を定めることができる。

(12) 新株予約権のその他の内容

　新株予約権に関するその他の内

容については、今後開催される募

集新株予約権発行の取締役会で、

その他の募集事項と併せて定める

ものとする。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

 
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 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 6,328,672   2,867,257   3,005,066   

２．受取手形 3,624,010   2,955,783   3,043,963   

３．信託受益権 1,195,740   －   －   

４．売掛金 19,122,843   20,605,342   19,577,176   

５. 有価証券 －   －   99,948   

６．たな卸資産 5,686,976   11,350,867   8,064,947   

７．その他 2,223,544   2,116,329   2,529,480   

貸倒引当金 △292,887   △314,142   △290,869   

流動資産合計  37,888,900 93.9  39,581,437 92.4  36,029,713 91.8

Ⅱ　固定資産          

１．有形固定資産 169,898   169,951   172,527   

２．無形固定資産 33,731   105,406   47,383   

３．投資その他の資産          

(1)投資有価証券 1,303,468   1,914,951   1,946,930   

(2)関係会社株式 809,061   734,732   764,751   

(3) その他 139,502   306,754   307,289   

貸倒引当金 △204   △153   △730   

投資その他の資産合計 2,251,827   2,956,284   3,018,241   

固定資産合計  2,455,458 6.1  3,231,642 7.6  3,238,152 8.2

資産合計  40,344,358 100.0  42,813,080 100.0  39,267,866 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 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 8,016,371   7,631,288   7,202,001   

２　買掛金 17,878,240   22,262,867   20,477,185   

３　短期借入金 6,403,357   5,226,687   3,320,631   

４　一年以内返済予定長期借

入金
140,000   140,000   140,000   

５　一年以内償還予定社債 320,000   320,000   320,000   

６　賞与引当金 152,112   185,746   221,913   

７　その他 974,842   787,018   1,139,471   

流動負債合計  33,884,923 84.0  36,553,608 85.4  32,821,203 83.6

Ⅱ　固定負債          

１　社債 1,280,000   960,000   1,120,000   

２　長期借入金 560,000   420,000   490,000   

３　退職給付引当金 116,830   140,947   132,151   

４　役員退職慰労引当金 23,853   43,533   32,391   

５　繰延税金負債 207,174   68,024   195,911   

固定負債合計  2,187,858 5.4  1,632,504 3.8  1,970,455 5.0

負債合計  36,072,782 89.4  38,186,113 89.2  34,791,659 88.6

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本       

１　資本金 1,467,906 3.6 1,471,336 3.4 1,471,336 3.7

２　資本剰余金

(1) 資本準備金 510,311 513,741 513,741

資本剰余金合計 510,311 1.3 513,741 1.2 513,741 1.3

３　利益剰余金

(1) 利益準備金 10,870 10,870 10,870

(2) その他利益剰余金    

別途積立金 400,000 400,000 400,000

繰越利益剰余金 1,346,644 1,992,167 1,656,724

利益剰余金合計 1,757,514 4.4 2,403,037 5.6 2,067,594 5.3

株主資本合計 3,735,732 9.3 4,388,115 10.2 4,052,672 10.3

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価差額

金
412,345 1.0 217,800 0.5 401,339 1.0

２　繰延ヘッジ損益 123,498 0.3 16,651 0.1 20,434 0.1

評価・換算差額等合計 535,843 1.3 234,451 0.6 421,773 1.1

Ⅲ　新株予約権 － － 4,399 0.0 1,759 0.0

純資産合計 4,271,576 10.6 4,626,966 10.8 4,476,206 11.4

負債純資産合計 40,344,358 100.0 42,813,080 100.0 39,267,866 100.0
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(2) 中間損益計算書

 
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

区分 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  71,487,316 100.0  83,804,806 100.0  144,187,013 100.0

Ⅱ　売上原価  69,352,873 97.0  81,379,015 97.1  139,973,845 97.1

売上総利益  2,134,443 3.0  2,425,790 2.9  4,213,167 2.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,240,700 1.7  1,397,655 1.7  2,645,609 1.8

営業利益  893,742 1.3  1,028,135 1.2  1,567,558 1.1

Ⅳ　営業外収益  49,287 0.0  111,527 0.1  90,217 0.1

Ⅴ　営業外費用  266,983 0.4  206,712 0.2  469,776 0.4

経常利益  676,047 0.9  932,949 1.1  1,187,999 0.8

Ⅵ　特別利益  1,499 0.0  － －  1,499 0.0

Ⅶ　特別損失  4,799 0.0  52,419 0.1  8,461 0.0

税引前中間(当期)純利益  672,747 0.9  880,529 1.0  1,181,037 0.8

法人税、住民税及び事業
税

335,542   388,225   566,462   

法人税等調整額 △40,167 295,374 0.4 △502 387,722 0.4 △72,877 493,584 0.3

中間(当期)純利益  377,373 0.5  492,807 0.6  687,453 0.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,192,386 135,071 135,071 － － 1,488,841 1,488,841 2,816,299

中間会計期間中の変動額

新株の発行 275,520 375,240 375,240 － － － － 650,760

利益準備金の積立て

(注)
－ － － 10,870 － △10,870 － －

別途積立金の積立て

(注)
－ － － － 400,000 △400,000 － －

剰余金の配当(注) － － － － － △108,700 △108,700 △108,700

中間純利益 － － － － － 377,373 377,373 377,373

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 　（千円）
275,520 375,240 375,240 10,870 400,000 △142,196 268,673 919,433

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,467,906 510,311 510,311 10,870 400,000 1,346,644 1,757,514 3,735,732

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
403,772 － 403,772 3,220,072

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 650,760

利益準備金の積立て

（注）
－ － － －

別途積立金の積立て

（注）
－ － － －

剰余金の配当（注） － － － △108,700

中間純利益 － － － 377,373

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

8,572 123,498 132,071 132,071

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 　（千円）
8,572 123,498 132,071 1,051,504

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
412,345 123,498 535,843 4,271,576

 (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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,471,336 513,741 513,741 10,870 400,000 1,656,724 2,067,594 4,052,672

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)      △157,365 △157,365 △157,365

中間純利益      492,807 492,807 492,807

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

        

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 　（千円）
－ － － － － 335,442 335,442 335,442

平成19年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,471,336 513,741 513,741 10,870 400,000 1,992,167 2,403,037 4,388,115

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
401,339 20,434 421,773 1,759 4,476,206

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △157,365

中間純利益     492,807

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△183,538 △3,782 △187,321 2,639 △184,681

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 　（千円）
△183,538 △3,782 △187,321 2,639 150,760

平成19年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
217,800 16,651 234,451 4,399 4,626,966

 (注)　平成19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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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,192,386 135,071 135,071 － － 1,488,841 1,488,841 2,816,299

事業年度中の変動額

新株の発行 278,950 378,670 378,670     657,620

利益準備金の積立て

(注)
   10,870  △10,870 － －

別途積立金の積立て

(注)
    400,000 △400,000 － －

剰余金の配当(注)      △108,700 △108,700 △108,700

当期純利益      687,453 687,453 687,453

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

        

事業年度中の変動額合計

（千円）
278,950 378,670 378,670 10,870 400,000 167,883 578,753 1,236,373

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,471,336 513,741 513,741 10,870 400,000 1,656,724 2,067,594 4,052,672

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
403,772 － 403,772 － 3,220,072

事業年度中の変動額

新株の発行     657,620

利益準備金の積立て

（注）
    －

別途積立金の積立て

（注）
    －

剰余金の配当（注）     △108,700

当期純利益     687,453

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

△2,433 20,434 18,001 1,759 19,760

事業年度中の変動額合計

（千円）
△2,433 20,434 18,001 1,759 1,256,133

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
401,339 20,434 421,773 1,759 4,476,206

 (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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　目
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

１．資産の評価基準

及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法に基づく原価法

によっております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

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）によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

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）によっております。

 時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

によっております。

時価のないもの

同左

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

(2）デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

商品

イ．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

商品

イ．小口販売用銅管

同左

(3) たな卸資産

商品

イ．小口販売用銅管

同左

 ロ．その他のたな卸資産

　個別法による原価法に

よっております。

ロ．その他のたな卸資産

同左

ロ．その他のたな卸資産

同左

２．固定資産の減価

償却の方法

(1) 有形固定資産

　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、主な耐用年数は次の

とおりであります。

(1) 有形固定資産

　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、主な耐用年数は次の

とおりであります。

(1) 有形固定資産

　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、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

車両運搬具　　　　３～４年

工具、器具及び備品２～10年

 

 

──────

建物及び構築物　　３～35年

機械及び装置　　　　　８年

車両運搬具　　　　３～４年

工具、器具及び備品２～10年

 

（会計方針の変更） 

　当社は、当中間会計期間よ

り、平成19年度の法人税法改

正に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に

変更しております。これによ

る営業利益、経常利益、及び

税引前中間純利益に与える影

響は軽微であります。

建物及び構築物　　３～35年

機械及び装置　　　　　８年

車両運搬具　　　　３～４年

工具、器具及び備品２～10年

 

──────
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項　目
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

 ────── （追加情報）

　当社は、当中間会計期間よ

り、平成19年度の法人税法改

正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しており

ます。これによる営業利益、

経常利益、及び税引前中間純

利益に与える影響は軽微であ

ります。

──────

 (2) 無形固定資産

①　のれん

　５年間の均等償却を行って

おります。

(2) 無形固定資産

①　のれん

同左

(2) 無形固定資産

①　のれん

同左

 ②　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。

②　その他の無形固定資産

同左

②　その他の無形固定資産

同左
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項　目
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

３．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

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　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中間会

計期間の負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　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事業年

度の負担額を計上しておりま

す。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、期末における退職給付

債務及び年金資産等に基づき、

当中間会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、期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。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労金

内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労金

内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

４．外貨建の資産及

び負債の本邦通

貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中

間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。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期

末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。

５．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 同左
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項　目
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

６．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

(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

(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

(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

(4）ヘッジ有効性の評価方法

同左

７．その他中間財務

諸表(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

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19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）及び「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4,148,078千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

──────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

  当事業年度より、「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）及び「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4,454,012千円でありま

す。

　なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。

──────

 

──────

 

（ストック・オプション等に関する

会計基準）

　当事業年度より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成18

年５月31日）を適用しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ

1,759千円減少しております。
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前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

──────

 

(インパクトローン金利の処理) 

　従来、インパクトローンに係る金利

は期間費用として営業外費用に計上し

ておりましたが、当中間会計期間より

たな卸資産の取得原価に含める処理に

変更しております。

　この変更は、当中間会計期間より、

貿易取引に関する資金調達方針の変更

により、個別取引に対応させて調達す

るインパクトローンの割合が増加して

きたことを踏まえ、インパクトローン

金利を期間的に収益に対応させるより

も、商品調達のためであるという収益

との直接的な対応関係を重視し、収益

に個別的に対応させた方が経営成績を

より適切に開示することになるために

行ったものであります。

　この結果、従来と同一の方法によっ

た場合と比較して、売上原価は77,466

千円増加し、支払利息は95,336千円減

少し、たな卸資産は39,596千円増加し、

未払費用は21,726千円増加するため、

営業利益が77,466千円減少し、経常利

益及び税引前中間純利益が17,870千円

増加しております。

──────
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．第四回新株予約権(ストックオプ

ション)発行条件等の決定

　平成18年５月23日開催の取締役会

及び６月28日開催の第25回定時株主

総会及び同日開催の取締役会の決議

により発行することが決定していた

第四回新株予約権(ストックオプショ

ン)の付与日が、平成18年11月28日開

催の取締役会決議により平成18年12

月１日に決定いたしました。

　付与日の決定後における新株予約

権の発行要領は以下のとおりであり

ます。

(1) 新株予約権の付与日

平成18年12月１日 

(2) 新株予約権の発行数

72個（新株予約権１個につき普

通株式100株）

(3) 新株予約権の発行価額

無償で発行する。

(4) 新株予約権の目的となる株式の

種類及び数

当社普通株式7,200株

(5) 新株予約権の行使に際しての払

込金額

１株当り　5,828円

(6) 新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額

　41,961,600円

(7) 新株予約権の行使期間

平成20年12月２日から平成28年

12月１日まで

(8) 新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額中資本に組み

入れない額

　2,914円

(9) 新株予約権割当の対象者

当社の取締役２名、監査役１名

及び従業員のうち執行役員に対

し６名、計９名

１．       ────── １．       ──────
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(10) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、

権利行使時においても、当社も

しくは当社子会社及び当社関連

会社の取締役、監査役、執行役

員又は従業員の地位にあること

を要す。但し、任期満了による

退任、定年退職その他取締役会

が正当な事由があると認めた場

合には、退任又は退職後の２年

間は新株予約権の行使を認める

ものとする。

②新株予約権の割当を受けた者が、

法律や社内諸規則等の違反、社

会や会社に対する背信行為が

あった場合には、権利は即時に

喪失するものとし、以後新株予

約権者の新株予約権の行使は認

めない。

③新株予約権の相続は認めない。

④その他の条件については、平成

18年５月23日開催の取締役会お

よび第25回定時株主総会におい

て承認された、当社と対象取締

役、監査役及び従業員との間で

締結する「第四回新株予約権割

当契約」に定めるところによる。

(11) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要するものとする。

但し、当社と新株予約権者との

間で締結する契約において、新

株予約権を譲渡してはならない

ことを定めることができる。

(12) 財務諸表への影響額

なお、財務諸表への影響額につ

きましては、株式報酬費用とし

て、平成18年12月１日から平成

20年12月１日まで２年間に

10,999千円発生する見込みです。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

２．       ────── ２．       ────── ２．第五回新株予約権(ストックオプ

ション)発行

　平成19年６月26日開催の第26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、当社取締役及び一

部の従業員に対して、会社法第236条、

第238条および第239条の規定に基づ

き、新株予約権の付与（ストック・

オプション）を決議いたしました。

　なお、ストックオプション制度の

詳細につきましては以下のとおりで

あります。

(1) 新株予約権の付与日

　募集新株予約権の発行は本定時

株主総会承認後１年以内の取締役

会で決定する。

(2) 付与対象者及び人数（名）

　取締役に対し20個、従業員に対

し180個を１年間の上限とする。総

数200個を上限とする。（新株予約

権１個につき普通株式100株）

(3) 新株予約権の目的となる株式の種

類及び株式数

　普通株式20,000株を上限とす

る。

　なお、本新株予約権発行後、当

社が株式の分割または併合を行う

場合、それぞれの効力発生の時点

をもって次の算式により目的たる

株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本新株予約

権のうち、当該時点で権利行使し

ていない新株予約権の目的たる株

式についてのみ行われ、調整の結

果１株未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。

  
調整後株式数＝調整前株式数×分

割（または併合）の比率

　また、当社が他社と合併を行い

本新株予約権が承継される場合、

または、当社が会社分割を行う場

合、並びに、当社が完全子会社と

なる株式交換または株式移転を行

い本新株予約権が承継される場合、

当社は必要と認める株式の数の調

整を行う。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  (4）新株予約権の発行価額

　無償で発行する。

(5）新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額

　１株当たりの払込金額は、新株

予約権の発行日の属する月の前月

各日（ただし、取引の成立しない

日を除く。）のジャスダック証券

取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値に1.20を乗

じた金額とし、計算の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるもの

とする。ただし、かかる金額が、

新株予約権の発行日の終値（ただ

し、当日に終値のない場合はそれ

に先立つ直近日の終値とする。）

を下回る場合には、１株当たりの

払込金額は、新株予約権の発行日

の終値に1.20を乗じた金額とす

る。

　新株予約権１個当たりの払込金

額は、１株当たりの払込金額に

「(2）付与対象者及び人数（名）」

に定める新株予約権１個当たりの

株式数を乗じた金額とする。

なお、新株予約権発行後、時価を

下回る価額で新株を発行、又は、

自己株式を処分するときには、次

の算式により払込金額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数

は切り上げるものとする。

    
既発

行株

式数

＋

新規発行株式

数 × １株当

たり払込金額

調整

後払

込金

額

＝

調整

前払

込金

額

×

新規発行前の

１株当たり時

価

既発行株式数 ＋ 新規

発行株式数
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

    なお、上記株式数において「既

発行株式数」とは、当社の発行済

株式総数から当社の保有する自己

株式の総数を控除した数とし、ま

た、自己株式を処分する場合には、

「新規発行株式数」を「処分すべ

き株式数」に、「1株当たり払込金

額」を「1株当たり処分金額」に読

み替えることとする。

　また、本新株予約権発行後、当

社が株式の分割または併合を行う

場合、それぞれの効力発生の時点

をもって次の算式より１株当たり

の払込金額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げ

るものとする。

調整後払

込金額
＝

調整前払

込金額
×

１

分割又は併合

の比率

(6) 新株予約権の行使期間

　新株予約権の発行日当日から２

年を経過した日より８年以内とす

る。ただし、行使期間の最終日が

会社の休日にあたるときは、その

前営業日を最終日とする。 

(7) 新株予約権の行使により発行する

株式の発行価額中資本に組入れな

い額

　本新株予約権の行使により発行

する株式の発行価額中資本に組み

入れない額は、発行価額（但し、

発行価額について調整が行われた

場合は、調整後の発行価額）から、

資本に組み入れる額を減じた金額

とする。資本に組み入れる額とは、

発行価額（但し、調整が行われた

場合は、調整後の発行価額）に0.5

を乗じた金額とし、計算の結果１

円未満の端数を生じる場合は、そ

の端数を切り上げた額とする。

(8) 新株予約権の行使により発行され

る株式の配当起算日

　本新株予約権の行使により発行

した当社株式に対する最初の利益

配当金は、本新株予約権の行使が

なされたときの属する営業年度の

初めにおいて本新株予約権の行使

がなされたものとみなして支払う。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  　但し、中間配当を実施する場合

は、本新株予約権の行使が4月1日

から9月30日までになされたときに

は4月1日に、10月1日から翌年3月

31日までになされたときには10月

1日に、それぞれ本新株予約権の行

使があったものとみなしてこれを

支払う。

(9) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、

権利行使時においても、当社も

しくは当社子会社及び当社関連

会社の取締役、監査役、執行役

員又は従業員の地位にあること

を要す。但し、任期満了による

退任、定年退職その他取締役会

が正当な事由があると認めた場

合には、退任又は退職後の２年

間は新株予約権の行使を認める

ものとする。

②新株予約権の割当を受けた者が、

法律や社内諸規則等の違反、社

会や会社に対する背信行為が

あった場合には、権利は即時に

喪失するものとし、以後新株予

約権者の新株予約権の行使は認

めない。

③新株予約権の相続は認めない。

④その他の条件については、本株

主総会決議後今後開催される募

集新株予約権発行の取締役会決

議に基づき、当社と対象取締役、

及び従業員との間で締結する

「第五回新株予約権割当契約」

に定めるところによる。

(10) 新株予約権の取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約

書が承認されたとき、若しくは

当社が完全子会社となる株式交

換契約書承認の議案並びに株式

移転の議案につき株主総会で承

認されたときは、新株予約権は

無償で取得することができる。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  ②当社は、新株予約権の割当を受

けた者が「(9）新株予約権の行

使の条件」に定める規定により、

権利を行使する条件に該当しな

くなった場合及び新株予約権を

喪失した場合にはその新株予約

権を無償で取得することができ

る。

(11) 新株予約権の譲渡制限

　新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要するものとする。

ただし、当社と新株予約権者との

間で締結する契約において、新株

予約権を譲渡してはならないこと

を定めることができる。

(12) 新株予約権のその他の内容

　新株予約権に関するその他の内

容については、今後開催される募

集新株予約権発行の取締役会で、

その他の募集事項と併せて定める

ものとする。
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６．その他
その他該当事項はありません。
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