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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 38,118 2.9 2,551 △8.9 2,611 △8.5 1,473 △13.1

19年３月期 37,046 22.7 2,800 2.9 2,855 0.8 1,695 2.4

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 114 76 －  12.9 9.9 6.7

19年３月期 132 05 －  16.0 11.5 7.6

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 25,890 11,773 45.5 917 00

19年３月期 26,720 11,091 41.5 863 86

（参考）自己資本 20年３月期 11,773百万円 19年３月期 11,091百万円

(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

20年３月期 1,179 △1,052 △578 3,339

19年３月期 2,745 △853 △891 3,790

２．配当の状況

（基準日） 
１株当たり配当金  配当金総額

(年間)

 配当性向

（連結）

 純資産配当

率（連結）期末 年間 

円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 52 00 52 00 667 39.4 6.3

20年３月期 48 00 48 00 616 41.8 5.4

21年３月期（予想） 50 00 50 00 － 41.4 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期連結累計期間 19,500 5.5 1,370 10.0 1,400 5.8 780 3.4 60 75

通期 39,200 2.8 2,730 7.0 2,790 6.8 1,550 5.2 120 72
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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

(2）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（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　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ及び17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）

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） 20年３月期 12,840,000株 19年３月期 12,840,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 592株 19年３月期 592株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 37,991 2.8 2,659 △8.3 2,714 △7.2 1,411 △14.6

19年３月期 36,960 22.5 2,900 2.2 2,926 0.2 1,653 11.5

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 109 91 －  

19年３月期 128 74 －  

(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

20年３月期 25,195 11,684 46.4 910 09

19年３月期 26,191 11,066 42.3 861 92

（参考）自己資本 20年３月期 11,684百万円 19年３月期 11,066百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期累計期間 19,200 4.0 1,380 4.3 1,410 4.0 790 7.8 61 53

通期 38,600 1.6 2,750 3.4 2,810 3.5 1,570 11.3 122 28

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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３ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」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

　当連結会計年度におけるわが国経済は、全体として緩やかな拡大基調にあるものの、原油および原材料の価格高騰

等の懸念材料を受け、先行き不透明感が続きました。

　このような経済状況のもとで、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

をはじめとして、自動車関連業界、航空機関連業界は、業種・企業ごとに差は有るものの景況は概ね堅調に推移しま

した。

　アルミ地金は期初トン当り373千円から期末には346千円に、銅地金は期初トン当り870千円から900千円に、ステン

レス鋼板は期初トン当り563千円から515千円と期中での高騰・下落の値幅の大きな年となりました。

　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。

　平成18年２月に開設した郡山工場は、商品ラインナップの充実、北関東地区の配達便の再編、新潟地区の配達便運

行によって、東日本地区の需要への対応ならびに営業拡大に寄与しています。

　平成20年５月に稼動を予定している九州工場は、九州地区の需要へのサービス強化と営業拡大を目指して開設準備

を進めております。

　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。

　一方、サービス・加工機能の強化をはかるための加工機の拡充および人員増により、加工・サービスの原価および

固定費は増加となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は381億1千8百万円（前年同期比2.9％増）となり営業利益は25億5千1百万円

（同8.9％減）、経常利益は26億1千1百万円（同8.5％減）、当期純利益は14億7千3百万円（同13.1％減）となりまし

た。

　売上高は概ね計画どおりとなりましたが、原材料の価格上昇と設備増強、運賃等費用の増加のため、経常利益は減

少しました。また、当期純利益は、前期は特別利益として固定資産売却益を計上していたことにより、経常利益の減

少よりもさらに減少いたしました。

　次期連結会計年度の見通しにつきましては、当連結会計年度と同様の景気水準を予想しており、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、自動車関連業界、航空機関連業界についても継

続需要が見込まれます。

　当社グループは、地域密着型営業を徹底することで、顧客との情報交換、顧客への提案による信頼関係の良化を図

るとともに、より良いサービス提供のための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、収益の向上

に取り組んでまいります。

　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、自動車関連産業の需要に対応するため、更なる営業拡大

を図り、早期黒字化の達成に努めてまいります。

　以上により、次期連結会計年度の業績見通しにつきましては、売上高は392億円（前年同期比2.8％増）、営業利益

は27億3千万円（同7.0％増）、経常利益は27億9千万円（同6.8％増）、当期純利益は15億5千万円（同5.2％増）を予

想しております。
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の資産合計は、258億9千万円と、対前年同期比で△3.1％、8億2千9百万円減少いたしました。

　流動資産は、188億3千3百万円と、対前年同期比で△3.6％、7億6百万円減少いたしました。主な要因は、前連結

会計年度末が金融機関休業日であったため、受取手形及び売掛金が4億7千万円減少したこと等によるものでありま

す。

　固定資産は、70億5千7百万円と、対前年同期比で△1.7％、1億2千3百万円減少いたしました。主な要因は、減価

償却に伴う減少、投資有価証券の時価の下落等によるものであります。

　負債合計は、141億1千7百万円と、対前年同期比で△9.7％、15億1千1百万円減少いたしました。主な要因は、流

動資産と同様に前連結会計年度末が金融機関休業日であったため、支払手形及び買掛金が16億1百万円減少したこと

等によるものであります。

　純資産は、117億7千3百万円と、対前年同期比で6.2％、6億8千2百万円増加いたしました。主な要因は、利益剰余

金が8億5百万円増加したこと等によるものであります。

　また、１株当たり純資産は、917円と対前年同期比で53円13銭増加いたしました。

　以上の結果、自己資本比率は、前期末の41.5%から45.5%となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、営業活動による資金の獲得11

億7千9百万円、投資活動による資金の支出10億5千2百万円、財務活動による資金の支出5億7千8百万円等により前連

結会計年度末に比べ11.9％、4億5千万円減少し、33億3千9百万円となりました。　

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は11億7千9百万円（対前年同期比57.0％減）となりました。減少の主な要因は、

前連結会計年度末が金融機関休業日であったため、仕入債務が大幅に減少したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は10億5千2百万円（対前年同期比23.3％増）となりました。主な内容は、有形固

定資産の取得による支出9億6千3百万円であります。

（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5億7千8百万円（対前年同期比35.1％減）となりました。主な内容は、配当金の

支払による支出6億6千7百万円であります。

　当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（％） 41.7 43.8 41.5 45.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 98.4 165.3 108.8 67.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 104.0 59.6 35.3 89.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 64.7 142.3 289.9 94.9 

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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。

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

※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。

※キャッシュ・フローおよび利払いは、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」および「利息の支払額」を用いております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様への適切な利益配分を経営の最重要課題のひとつとして位置付け、財務体質の強化と前向きな

事業展開に必要な内部留保の充実も勘案したうえで、積極的な配当施策を実施することを基本方針としております。

このような方針に基づき平成20年５月９日開催の定例取締役会において、平成20年３月期配当金として１株につき普

通配当48円と決定しました。

　内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市

場ニーズに応えるサービスを強化するために有効投資をしてまいります。

　また、次期配当につきましては、改めて経営成績の向上を目指し、今期同様の基本方針に則り平成21年３月期の配

当予測を果たす所存であります。

(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、当連結会計年度末（平成20年３月31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

　当社グループは、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および販売

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および同業問屋

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

　当社グループは、アルミニウムやステンレスの厚板を多種の業界に販売しておりますが、そのなかでも半導体製

造装置業界およ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

社グループ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

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

す。当社グループは、適時適量の仕入、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グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

④　当社の基幹施設の故障等による影響について

　自然災害および機械故障のための工場機械の操業不能、情報システムの処理不能、電話・ファクシミリ等の通信

不能は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。　

白銅㈱（7637）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 5 －



２．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）および連結子会社の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。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

（◎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 

  

◎ 上海白銅精密材料有限公司 
（中国 上海市） 

当 

社 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループの経営方針は『より高いレベルの顧客満足を達成する為、積極的に行動する。金属素材を主力商品と

して、最高の品質と精度を短納期で提供し、グローバルな視点で企業価値を高める。』とし、グループ共通のビジョ

ンとして掲げ、日々高度化するお客様のニーズを先取りし、一人ひとりが積極的に行動します。

　そして、お客様に対して当社グループの持ち味である品質、精度、短納期を最高の水準で提供し、お客様を始めと

して当社グループと関わる皆様すべてに信頼される企業を目指します。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、高収益かつ高効率で高付加価値の商品を提供する企業体質を構築し、維持し続けることをエクセ

レントカンパニーとなる条件として、ＲＯＥ（株主資本利益率：当期純利益÷株主資本）15％、ＲＯＡ（総資産利益

率：当期純利益÷総資産）７％の目標を掲げております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは「平成20年度-平成22年度　中期計画」を策定し、取り組んでおります。

　本計画にて、前述の経営方針とその達成のための行動指針および具体的施策を併せて定め、従業員全員に徹底する

ことにより、従業員は迷うことなく計画の達成に向けて邁進してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは更なる事業発展のため、次の課題に対処する必要があると考えています。

・ 市場シェアの拡大と高い売上利益率の維持を両立していく

・ 各支社別の自己完結型組織の機能を強化するとともに、全体最適を図る

・ 中国事業の黒字化

・ 会社法、金融商品取引法における内部統制システムの改善

　これらの課題を解決するため、次のとおり対処します。

①　新サービスおよび商品開発による市場シェアの拡大と高い売上利益率の維持

　当社グループの高い売上利益率を支えているのは、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

技術による商品の提供ならびに物流のクイックデリバリー機能です。これからも日々高度化するお客様のニーズに

応えられるよう付加価値の高いサービスおよび商品の開発に努めます。新サービスとして、これまでの精密切断加

工を更にシビアに仕上げた高精度フライス加工や六面研磨加工の開発、新商品として、応力除去熱処理を施し、加

工歪みを少なくしたＨＡシリーズ、世界の特殊鋼ブランドであるＳＰシリーズの販売に力を入れております。

　開発した新サービスおよび商品を軸に地域密着型営業を展開し、高い売上利益率を維持しながら市場シェアの拡

大を図ります。

②　競争力アップのための積極的な投資の実行

　　競争力をアップするため、積極的に投資を行います。情報システムについては、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更なる改良を行い、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します。また、様々なお客様のご要望にお応えするために切断加

工設備の充実を図ります。平成20年５月には九州工場を稼働し、半導体製造装置・液晶製造装置・自動車関連業界

の多い九州地区におけるクイックデリバリー機能を拡充するとともに、郡山工場の継続増強により、全国地区で更

なる営業拡大を図ります。

③　自己完結型組織の充実と横断的組織による全体最適の実現

　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。前連結会計年度に、

これらの「縦型」組織に加えて、機能別に「横型」にて管理する業務統括部を設置しました。当連結会計年度期間

においては、昨年に引続いて業務統括部が中心となり、マトリックス型組織としてボトムアップの取り組みを中心

とした５Ｓ活動、４工場のベンチマークによるコストダウン、適正在庫管理システムの開発等、経営の効率化と全

体最適の実現を目指します。
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④　積極的な拡販による中国事業の早期黒字化の実現

　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、切断加工機能の充実により商品とサービ

スの品質を高め、短納期で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

上の増大と早期黒字化を図ります。

⑤　内部統制の確立により社会的責任を果たし、企業価値の拡大を図る

　当社グループはすべてのステークホルダーの皆様にとって価値ある企業を目指す為、コンプライアンスを徹底し、

内部統制システムを改善することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また当社グループに重大な損

害を与える可能性がある不正および誤謬等による財務報告リスク、自然災害および機械故障等による基幹施設障害

リスク、情報漏洩等による情報セキュリティーリスク等を把握し、それらのリスクに対処していきます。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

 
 

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   3,790,694   3,339,814   

２．受取手形及び売掛金 ※２  12,148,756   11,678,271   

３．たな卸資産   3,289,408   3,478,762   

４．繰延税金資産   190,772   195,095   

５．その他   146,534   171,835   

６．貸倒引当金   △26,098   △30,045   

流動資産合計   19,540,067 73.1  18,833,734 72.7 △706,333

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  5,588,766   5,602,845    

　　減価償却累計額  3,537,476 2,051,290  3,714,281 1,888,564   

(2）機械装置及び運搬具  1,775,245   2,048,750    

　　減価償却累計額  373,557 1,401,687  645,612 1,403,137   

(3）土地   1,620,865   1,856,423   

(4）建設仮勘定   －   296,922   

(5）その他  420,081   497,767    

 　 減価償却累計額  273,629 146,451  346,577 151,189   

有形固定資産合計   5,220,295 19.5  5,596,239 21.6 375,944

２．無形固定資産   962,228 3.6  627,713 2.5 △334,515

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   807,052   601,544   

(2）長期貸付金   2,765   2,516   

(3）繰延税金資産   －   38,101   

(4）その他   188,055   191,083   

投資その他の資産合計   997,874 3.7  833,246 3.2 △164,628

固定資産合計   7,180,398 26.9  7,057,198 27.3 △123,199

資産合計   26,720,465 100.0  25,890,932 100.0 △829,533
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前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金 ※２  12,876,558   11,275,443   

２．短期借入金   465,416   1,055,526   

３．未払法人税等   540,354   616,237   

４．賞与引当金   341,188   310,729   

５．役員賞与引当金   51,000   46,000   

６．未払費用   412,471   460,199   

７．その他   218,858   174,393   

流動負債合計   14,905,848 55.8  13,938,530 53.8 △967,317

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   502,765   2,516   

２．繰延税金負債   66,270   －   

３．退職給付引当金   10,271   13,766   

４．役員退職慰労引当金   115,865   134,470   

５．その他   27,950   27,950   

固定負債合計   723,123 2.7  178,702 0.7 △544,421

負債合計   15,628,972 58.5  14,117,233 54.5 △1,511,738

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,000,000 3.7  1,000,000 3.9 －

２．資本剰余金   621,397 2.3  621,397 2.4 －

３．利益剰余金   9,190,097 34.4  9,995,950 38.6 805,853

４．自己株式   △713 △0.0  △713 △0.0 －

　　株主資本合計   10,810,781 40.5  11,616,634 44.9 805,853

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  280,747 1.0  155,666 0.6 △125,081

２．為替換算調整勘定   △35 △0.0  1,398 0.0 1,434

　　評価・換算差額等合計   280,712 1.0  157,064 0.6 △123,647

純資産合計   11,091,493 41.5  11,773,699 45.5 682,205

負債純資産合計   26,720,465 100.0  25,890,932 100.0 △829,533
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(2）連結損益計算書

 
 

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   37,046,935 100.0  38,118,301 100.0 1,071,366

Ⅱ　売上原価 ※１,２  29,957,093 80.9  31,038,777 81.4 1,081,683

売上総利益   7,089,842 19.1  7,079,524 18.6 △10,317

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  4,289,487 11.5  4,528,209 11.9 238,721

営業利益   2,800,354 7.6  2,551,315 6.7 △249,038

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,294   1,625    

２．受取配当金  8,148   9,644    

３．不動産賃貸収入  63,000   73,142    

４．為替差益  33,891   14,214    

５．その他  5,677 112,012 0.3 9,129 107,757 0.3 △4,255

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  10,287   13,175    

２．不動産賃貸費用  21,380   21,007    

３．支払手数料  5,753   5,830    

４．その他  19,553 56,975 0.2 7,612 47,625 0.1 △9,349

経常利益   2,855,391 7.7  2,611,446 6.9 △243,944

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 127,161 127,161 0.3 － － － △127,161

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損  ※５ 19,632 19,632 0.0 － － － △19,632

税金等調整前当期純利
益

  2,962,920 8.0  2,611,446 6.9 △351,473

法人税、住民税及び事
業税

 1,126,353   1,164,290    

法人税等調整額  141,073 1,267,426 3.4 △26,345 1,137,944 3.0 △129,482

当期純利益   1,695,494 4.6  1,473,502 3.9 △221,991
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △616,295  △616,295

役員賞与（注）   △104,000  △104,000

当期純利益   1,695,494  1,695,494

自己株式の取得    △221 △221

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）

－ － 975,198 △221 974,976

平成19年３月31日　残高（千円） 1,000,000 621,397 9,190,097 △713 10,810,781

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △616,295

役員賞与（注）    △104,000

当期純利益    1,695,494

自己株式の取得    △221

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

40,341 2,952 43,294 43,294

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

40,341 2,952 43,294 1,018,271

平成19年３月31日　残高（千円） 280,747 △35 280,712 11,091,493

（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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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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19年３月31日　残高（千円） 1,000,000 621,397 9,190,097 △713 10,810,781

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △667,649  △667,649

当期純利益   1,473,502  1,473,502

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）

－ － 805,853 － 805,853

平成20年３月31日　残高（千円） 1,000,000 621,397 9,995,950 △713 11,616,634

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19年３月31日　残高（千円） 280,747 △35 280,712 11,091,493

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △667,649

当期純利益    1,473,502

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△125,081 1,434 △123,647 △123,647

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△125,081 1,434 △123,647 682,205

平成20年３月31日　残高（千円） 155,666 1,398 157,064 11,773,699
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  2,962,920 2,611,446

減価償却費  837,524 945,051

貸倒引当金の増減額(減少:△)  7,276 3,946

賞与引当金の増減額(減少:△)  △5,041 △31,046

役員賞与引当金の増減額(減少:△)  51,000 △5,000

退職給付引当金の増減額(減少:△)  5,537 3,494

役員退職慰労引当金の増減額(減少:
△)

 △16,171 18,605

受取利息及び受取配当金  △9,443 △11,269

支払利息  10,287 13,175

固定資産売却損益(益：△)  △107,529 －

売上債権の増減額(増加:△)  △2,174,041 473,772

たな卸資産の増減額(増加:△)  △305,049 △181,637

仕入債務の増減額(減少:△)  3,011,820 △1,607,972

その他  △79,123 37,066

役員賞与の支払額  △104,000 －

小計  4,085,967 2,269,632

利息及び配当金の受取額  9,438 11,269

利息の支払額  △9,470 △12,431

法人税等の支払額  △1,340,526 △1,088,532

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,745,408 1,179,938
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻しによる収入  300,000 －

有形固定資産の取得による支出  △1,282,266 △963,140

有形固定資産の売却による収入  162,486 12,906

無形固定資産の取得による支出  △16,674 △94,030

投資有価証券の取得による支出  △1,513 △1,924

その他投資に係る支出  △19,482 △13,135

その他投資に係る収入  3,896 6,563

投資活動によるキャッシュ・フロー  △853,553 △1,052,759

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  326,334 161,796

短期借入金の返済による支出  △101,249 △72,113

長期借入金の返済による支出  △500,229 △227

自己株式の取得による支出  △221 －

配当金の支払額  △615,829 △667,632

財務活動によるキャッシュ・フロー  △891,195 △578,177

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3,588 119

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少:△)  1,004,247 △450,879

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高  2,786,446 3,790,694

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 ※ 3,790,694 3,339,814
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

　なお、上海白銅貿易有限公司につき

ましては、平成18年11月20日付をもっ

て清算結了いたしましたが、清算結了

時までの損益計算書およびキャッ

シュ・フロー計算書については連結し

ております。

連結子会社の数　 1社

　連結子会社名

　　上海白銅精密材料有限公司

　

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は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。

同左

３．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

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）

時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

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。

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資

産

　主として後入先出法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法）によっております。

（会計方針の変更）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が平成20年３月31日以前に開始する

連結会計年度に係る連結財務諸表から適

用できることになったことに伴い、当連

結会計年度から同会計基準を適用してお

ります。

　この変更による影響は軽微でありま

す。 
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項目 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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。

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。　　　　　　　　

（会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、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、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。

　この変更による影響は軽微でありま

す。

（追加情報）

　当社は、法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資産につい

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

から、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。

　この変更による影響は軽微でありま

す。 

②　無形固定資産

同左
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項目 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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）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。

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。

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、支給見込額を計上しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「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

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

51,000千円減少しております。

 

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。  

①　貸倒引当金

同左

 

 

 

 

②　賞与引当金

同左

 

③　役員賞与引当金

同左

 

 

───────

 

 

 

 

 

 

　

④　退職給付引当金

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

(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

　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。

同左

(5）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。

同左
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項目 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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(6）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。

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

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。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

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

(7）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。

①　消費税等の会計処理

同左

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

５．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、要求払預金及び取得日から

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
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20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）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

11,091,493千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

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。

 

───────

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「ソフ

トウェア」（当連結会計年度末の残高は908,850千円）

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。

 

───────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

　１．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

　１．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 2,000,000 千円

借入実行残高 － 千円

差引額 2,000,000 千円

※２．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、

当連結会計年度の末日は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 489,748 千円

支払手形 524,129 千円

※２.　　　　　　─────────

　

   

   

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法によ

る評価減額は、9,620千円であります。

※１.　　　　　─────────

※２.　　　　　───────── ※２．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。

19,535千円

※３．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

※３．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 842,524 千円

貸倒引当金繰入額 10,635

給与手当 692,492

賞与引当金繰入額 236,828

役員賞与引当金繰入額 51,000

退職給付費用 35,666

役員退職慰労引当金繰入額 18,155

業務委託費 597,835

減価償却費 472,440

運賃 928,581 千円

貸倒引当金繰入額 9,712

給与手当 728,077

賞与引当金繰入額 194,224

役員賞与引当金繰入額 46,000

退職給付費用 36,022

役員退職慰労引当金繰入額 18,605

業務委託費 703,186

減価償却費 465,801

※４．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。

埼玉県越谷市　土地等 121,181 千円

機械装置 5,980

※４.　　　　　─────────

 

   

  

※５．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

※５.　　　　　─────────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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 12,840 － － 12,840

合計 12,840 － － 12,840

自己株式

普通株式（注） 0 0 － 0

合計 0 0 － 0

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．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29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５月11日

取締役会
普通株式 667,649 利益剰余金 52 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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 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

(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５月11日

取締役会
普通株式 667,649 52 平成19年３月31日 平成19年６月29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20年５月９日

取締役会
普通株式 616,291 利益剰余金 48 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※　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 3,790,694千円

現金及び現金同等物  3,790,694千円

現金及び預金勘定   3,339,814千円

現金及び現金同等物 3,339,814千円

（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

  
機械及び

装置
 
工具器具

及び備品
 合計

  千円 千円 千円

取得価額相当額  1,085,784 8,550 1,094,334

減価償却累計額相当額  718,652 7,659 726,311

期末残高相当額  367,132 890 368,022

  
機械及び

装置
 合計

  千円 千円

取得価額相当額  669,996 669,996

減価償却累計額相当額  415,566 415,566

期末残高相当額  254,429 254,429

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 126,565千円

１年超 255,727

合計 382,292

１年内        92,675千円

１年超 167,228

合計 259,903

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

支払リース料 187,475千円

減価償却費相当額 170,756

支払利息相当額 11,165

支払リース料        133,500千円

減価償却費相当額 126,674

支払利息相当額 3,755

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (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。

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

取得原価
連結貸借対
照表計上額

差額 取得原価
連結貸借対
照表計上額

差額

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
      

株式（千円） 75,039 540,625 465,585 76,963 335,116 258,152

小計（千円） 75,039 540,625 465,585 76,963 335,116 258,152

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
      

株式（千円） － － － － － －

小計（千円） － － － － － －

合計（千円） 75,039 540,625 465,585 76,963 335,116 258,152

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式（千円）

 

266,427

 

266,427
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（デリバティブ取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．取引の状況に関する事項 １．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引のみであります。

 

(1）取引の内容

同左

 

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

 

(2）取引に対する取組方針

同左

 

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理を行っております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　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

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

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの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）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

 

(4）取引に係るリスクの内容

同左

 

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、管理

部経理課が決裁権限者の承認を得て行っております。

 

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　特記すべき事項はありません。

 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

 

２．取引の時価等に関する事項

　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。

２．取引の時価等に関する事項

同左
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度
 （平成20年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

　当社は昭和39年10月１日付で確定給付型の制度として
適格退職年金制度を全面的に採用しております。

同左

２．退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日現在） ２．退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日現在）

イ．責任準備金 648,721千円

ロ．年金資産 638,450 

ハ．退職給付引当金 10,271千円

イ．責任準備金 698,651千円

ロ．年金資産 684,885 

ハ．退職給付引当金 13,766千円

注）「退職給付会計に関する実務指針」に定める簡便

法に基づき、直近の年金財政計算上の責任準備金

を退職給付債務としています。

注）「退職給付会計に関する実務指針」に定める簡便

法に基づき、直近の年金財政計算上の責任準備金

を退職給付債務としています。

３．退職給付費用に関する事項（自 平成18年４月１日　

至 平成19年３月31日）

３．退職給付費用に関する事項（自 平成19年４月１日　

至 平成20年３月31日）

退職給付費用 51,991千円 退職給付費用 52,687千円

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

減価償却繰入限度超過額 82,951千円

賞与引当金損金算入限度超過額 125,254

役員退職慰労引当金否認 45,998

未払事業税否認 38,086

その他 55,687

繰延税金資産合計 347,977千円

繰延税金負債  

貸倒引当金調整 △165

その他有価証券評価差額 △184,837

固定資産圧縮特別勘定積立金 △38,473

繰延税金負債合計 △223,476千円

繰延税金資産の純額  124,501千円

繰延税金資産  

減価償却繰入限度超過額 77,962千円

賞与引当金損金算入限度超過額 114,649

役員退職慰労引当金否認 53,384

未払事業税否認 45,785

その他 66,009

繰延税金資産合計     357,792千円

繰延税金負債  

貸倒引当金調整 △226

その他有価証券評価差額 △102,486

固定資産圧縮積立金 △21,881

繰延税金負債合計   △124,595千円

繰延税金資産の純額  233,197千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 39.7％

（調整）

交際費 0.1

住民税均等割 0.6

役員賞与引当金 0.7

在外連結子会社の当期損失額 1.0

その他 0.7

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
42.8

法定実効税率  39.7％

（調整）

交際費 0.2

住民税均等割  0.7

役員賞与引当金 0.7

在外連結子会社の当期損失額  1.5

その他  0.8

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
 43.6
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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

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社グループの事業は、「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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　当社グループの事業は、「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

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

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

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

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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。

（関連当事者との取引）

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）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 863円　86銭

１株当たり当期純利益金額    132円　05銭

１株当たり純資産額 917円　00銭

１株当たり当期純利益金額       114円　76銭

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。

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。

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 1,695,494 1,473,502

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,695,494 1,473,502

期中平均株式数（株） 12,839,488 12,839,408

（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

 
 

第58期
（平成19年３月31日現在）

第59期
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ  流動資産         

１．現金及び預金   3,819,129   3,414,932   

２．受取手形 ※３  4,177,561   3,829,374   

３．売掛金   8,116,142   7,999,965   

４．商品   2,895,446   2,947,923   

５．貯蔵品   18,523   21,665   

６．前払費用   25,092   30,670   

７．繰延税金資産   180,993   185,400   

８．未収入金   87,133   123,462   

９．その他   3,079   3,564   

10．貸倒引当金   △26,491   △81,536   

流動資産合計   19,296,611 73.7  18,475,422 73.3 △821,188

Ⅱ  固定資産         

 １．有形固定資産         

(1) 建物  5,078,943   5,080,295    

減価償却累計額  3,240,326 1,838,616  3,386,244 1,694,051   

(2) 構築物  402,614   412,739    

減価償却累計額  283,760 118,853  301,196 111,543   

(3) 機械及び装置  1,501,264   1,737,673    

減価償却累計額  316,558 1,184,705  567,508 1,170,165   

(4) 車輌運搬具  55,260   57,536    

減価償却累計額  32,531 22,729  25,640 31,896   

(5) 工具器具及び備品  417,397   497,574    

減価償却累計額  273,547 143,849  346,454 151,119   

(6) 土地   1,620,865   1,856,423   

(7) 建設仮勘定   －   296,922   

有形固定資産合計   4,929,620 18.8  5,312,123 21.1 382,502

 ２．無形固定資産         

(1) ソフトウェア   898,678   562,872   

(2) 電話加入権   14,439   14,439   

(3) 施設利用権   27   －   

無形固定資産合計   913,144 3.5  577,311 2.3 △335,833
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第58期
（平成19年３月31日現在）

第59期
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

 ３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   807,052   601,544   

(2) 関係会社出資金   57,359   0   

(3) 従業員長期貸付金   2,765   2,516   

(4) 長期前払費用   7,617   7,270   

(5) 繰延税金資産   －   38,101   

(6) その他   177,082   181,215   

投資その他の資産合計   1,051,877 4.0  830,648 3.3 △221,229

固定資産合計   6,894,642 26.3  6,720,083 26.7 △174,559

資産合計   26,191,253 100.0  25,195,505 100.0 △995,748
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第58期
（平成19年３月31日現在）

第59期
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ  流動負債         

１．支払手形 ※３  6,667,975   5,548,436   

２．買掛金   6,208,506   5,728,195   

３．１年内返済予定の長期
借入金

  222   500,245   

４．未払金   131,630   80,911   

５．未払費用   400,039   442,470   

６．未払法人税等   540,354   616,237   

７．未払消費税等   61,857   50,457   

８．預り金   11,586   15,516   

９．前受収益   6,400   6,400   

10．賞与引当金   315,502   288,790   

11. 役員賞与引当金   51,000   46,000   

12．その他   6,541   8,150   

流動負債合計   14,401,616 55.0  13,331,811 52.9 △1,069,804

Ⅱ  固定負債         

１．長期借入金   502,765   2,516   

２．繰延税金負債   66,270   －   

３．退職給付引当金   10,271   13,766   

４．役員退職慰労引当金   115,865   134,470   

５．その他   27,950   27,950   

固定負債合計   723,123 2.7  178,702 0.7 △544,421

負債合計   15,124,740 57.7  13,510,514 53.6 △1,614,225
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第58期
（平成19年３月31日現在）

第59期
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ  株主資本         

１．資本金   1,000,000 3.8  1,000,000 4.0 －

２．資本剰余金         

(1）  資本準備金  621,397   621,397    

資本剰余金合計   621,397 2.4  621,397 2.5 －

３．利益剰余金         

(1）  利益準備金  214,125   214,125    

(2）  その他利益剰余金         

別途積立金  7,030,000   7,960,000    

固定資産圧縮特別勘
定積立金

 58,437   －    

固定資産圧縮積立金  －   33,235    

繰越利益剰余金  1,862,519   1,701,280    

利益剰余金合計   9,165,081 35.0  9,908,640 39.3 743,559

４．自己株式   △713 △0.0  △713 △0.0 －

株主資本合計   10,785,765 41.2  11,529,325 45.8 743,559

Ⅱ  評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  280,747 1.1  155,666 0.6 △125,081

評価・換算差額等合計   280,747 1.1  155,666 0.6 △125,081

純資産合計   11,066,513 42.3  11,684,991 46.4 618,477

負債純資産合計   26,191,253 100.0  25,195,505 100.0 △995,748
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(2）損益計算書

 
 

第58期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第59期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ  売上高   36,960,723 100.0  37,991,722 100.0 1,030,999

Ⅱ  売上原価         

１．商品期首たな卸高  2,670,435   2,895,446    

２．当期商品仕入高  27,000,415   27,812,176    

３．加工・サービス原価  3,163,963   3,241,617    

合計  32,834,814   33,949,239    

４．商品期末たな卸高 ※１,２ 2,895,446   2,947,923    

差引  29,939,368 29,939,368 81.0 31,001,316 31,001,316 81.6 1,061,947

売上総利益   7,021,355 19.0  6,990,406 18.4 △30,948

Ⅲ  販売費及び一般管理費 ※３  4,120,479 11.2  4,330,487 11.4 210,007

営業利益   2,900,875 7.8  2,659,918 7.0 △240,956

Ⅳ  営業外収益         

１．受取利息  233   700    

２．受取配当金  8,148   9,644    

３．不動産賃貸収入  63,000   73,142    

４．その他  4,458 75,840 0.2 11,941 95,429 0.3 19,588

Ⅴ  営業外費用         

１．支払利息  7,842   6,947    

２．不動産賃貸費用  21,380   21,007    

３．支払手数料  5,753   5,830    

４．その他  15,154 50,130 0.1 6,897 40,683 0.1 △9,447

経常利益   2,926,584 7.9  2,714,664 7.2 △211,920

Ⅵ  特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 127,161 127,161 0.4 － － － △127,161

Ⅶ  特別損失         

１．固定資産売却損 ※５ 19,632   －    

２．関係会社出資金評価損  113,253   114,674    

３．貸倒引当金繰入額  － 132,885 0.4 50,920 165,594 0.5 32,708

税引前当期純利益   2,920,860 7.9  2,549,070 6.7 △371,790

法人税、住民税及び事
業税

 1,126,353   1,164,290    

法人税等調整額  141,495 1,267,848 3.4 △26,428 1,137,861 3.0 △129,987

当期純利益   1,653,012 4.5  1,411,208 3.7 △241,803
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加工・サービス原価明細書

  
第58期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第59期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ  労務費   1,062,437 33.6  996,987 30.8 △65,449

Ⅱ  経費         

１．減価償却費  333,706   434,565    

２．支払リース料  205,477   156,713    

３．外注費  501,593   505,112    

４．業務委託費  513,313   550,995    

５．消耗品費  235,352   256,950    

６．その他  312,083 2,101,526 66.4 340,292 2,244,629 69.2 143,102

加工・サービス原価   3,163,963 100.0  3,241,617 100.0 77,653
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(3）株主資本等変動計算書

第58期（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

自己株式
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

固定資産
圧縮特別
勘定積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,000,000 621,397 621,397 214,125 6,270,000 － 1,748,240 8,232,365 △491 9,853,270

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)       △616,295 △616,295  △616,295

役員賞与(注)       △104,000 △104,000  △104,000

別途積立金の積立て(注)     760,000  △760,000 －  －

固定資産圧縮特別勘定積立金
の積立て

     58,437 △58,437 －  －

当期純利益       1,653,012 1,653,012  1,653,012

自己株式の取得         △221 △221

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）

－ － － － 760,000 58,437 114,279 932,716 △221 932,494

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,000,000 621,397 621,397 214,125 7,030,000 58,437 1,862,519 9,165,081 △713 10,785,765

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

240,406 240,406 10,093,677

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)   △616,295

役員賞与(注)   △104,000

別途積立金の積立て(注)   －

固定資産圧縮特別勘定積立金
の積立て

  －

当期純利益   1,653,012

自己株式の取得   △221

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

40,341 40,341 40,341

事業年度中の変動額合計
（千円）

40,341 40,341 972,836

平成19年３月31日　残高
（千円）

280,747 280,747 11,066,513

 (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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第59期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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

固定資産
圧縮特別
勘定積立
金

固定資産
圧縮積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,000,000 621,397 621,397 214,125 7,030,000 58,437 － 1,862,519 9,165,081 △713 10,785,765

事業年度中の変動額

剰余金の配当        △667,649 △667,649  △667,649

別途積立金の積立て     930,000   △930,000 －  －

固定資産圧縮特別勘定積立金
の取り崩し

     △58,437  58,437 －  －

固定資産圧縮積立金の積立て       33,235 △33,235 －  －

当期純利益        1,411,208 1,411,208  1,411,208

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）

－ － － － 930,000 △58,437 33,235 △161,239 743,559 － 743,559

平成20年３月31日　残高
（千円）

1,000,000 621,397 621,397 214,125 7,960,000 － 33,235 1,701,280 9,908,640 △713 11,529,325

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

280,747 280,747 11,066,513

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △667,649

別途積立金の積立て   －

固定資産圧縮特別勘定積立金
の取り崩し

  －

固定資産圧縮積立金の積立て   －

当期純利益   1,411,208

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△125,081 △125,081 △125,081

事業年度中の変動額合計
（千円）

△125,081 △125,081 618,477

平成20年３月31日　残高
（千円）

155,666 155,666 11,684,991
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重要な会計方針

項目 第58期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第59期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 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

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　後入先出法に基づく低価法（洗替え方

式）

 (2）貯蔵品

 　　最終仕入原価法に基づく原価法

　通常の販売目的で保有するたな卸資産

　評価基準は原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法）に

よっております。

（1）商品

　　後入先出法

（2）貯蔵品

　　最終仕入原価法

（会計方針の変更）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が平成20年３月31日以前に開始する事

業年度に係る財務諸表から適用できること

になったことに伴い、当事業年度から同会

計基準を適用しております。

　この変更による影響はありません。 
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項目 第58期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第59期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　法人税法の規定に基づく耐用年数によ

る定率法

(1）有形固定資産

　法人税法の規定に基づく耐用年数によ

る定率法 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度か

ら、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、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。

　この変更による影響は軽微でありま

す。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、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から取得価額の

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。

　この変更による影響は軽微であります。

 (2）無形固定資産

　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、それ以外の無形固定資産に

ついては、法人税法の規定に基づく定額

法によっております。

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　法人税法の規定に基づく定額法

(3）長期前払費用

同左
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項目 第58期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第59期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．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

 (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

 (3）役員賞与引当金

　役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。

（会計方針の変更）

　当事業年度より「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、税引前当

期純利益はそれぞれ51,000千円減少して

おります。

(3）役員賞与引当金

同左

 

　

──────

 (4）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。

(4）退職給付引当金

同左

 (5）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、

内規による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．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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

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

 (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

 

 (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

 (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

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

白銅㈱（7637）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 40 －



会計処理方法の変更

第58期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第59期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号）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

11,066,513千円であります。

　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。

 

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

第58期
（平成19年３月31日現在）

第59期
（平成20年３月31日現在）

　１．保証債務

　子会社の金融機関からの借入に対する保証債務額

　　　　　　　　　　　　　　　     505,962千円

　１．保証債務

　子会社の金融機関からの借入に対する保証債務額

　　　　　　　　　　　　　　　     531,943千円

　２．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．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 2,000,000 千円

借入実行残高 － 千円

差引額 2,000,000 千円

※３．期末日満期手形

　期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、当期末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。

受取手形 489,748 千円

支払手形 524,129 千円

※３．　　　　　─────────
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（損益計算書関係）

第58期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第59期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法によ

る評価減額は、9,620千円であります。

※１.　　　　　─────────

※２.　　　　　───────── ※２．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

 14,402千円 

※３．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

割合はおおよそ56％であり、一般管理費に属する費用

の割合はおおよそ44％であります。 

　なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※３．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

割合はおおよそ56％であり、一般管理費に属する費用

の割合はおおよそ44％であります。 

　なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

運賃       830,597千円

貸倒引当金繰入額 10,741

給与手当 644,930

賞与 238,151

賞与引当金繰入額 213,607

役員賞与引当金繰入額 51,000

退職給付費用 35,666

役員退職慰労引当金繰入額 18,155

業務委託費 566,391

減価償却費 465,892

運賃        908,272千円

貸倒引当金繰入額 9,867

給与手当 671,889

賞与 192,560

賞与引当金繰入額 177,893

役員賞与引当金繰入額 46,000

退職給付費用 36,022

役員退職慰労引当金繰入額 18,605

業務委託費 665,797

減価償却費 461,829

※４．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。

埼玉県越谷市　土地等 121,181 千円

機械装置 5,980

※４．　　　　　─────────

　

   

  

※５．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

※５．　　　　　─────────

　

   

（株主資本等変動計算書関係）

第58期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 0 0 － 0

合計 0 0 － 0

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

第59期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 0 － － 0

合計 0 － － 0
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（リース取引関係）

第58期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第59期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

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

及び期末残高相当額

  
機械及び

装置
 
工具器具

及び備品
 合計

  千円 千円 千円

取得価額相当額  1,085,784 8,550 1,094,334

減価償却累計額相当額  718,652 7,659 726,311

期末残高相当額  367,132 890 368,022

  
機械及び

装置
 合計

  千円 千円

取得価額相当額  669,996 669,996

減価償却累計額相当額  415,566 415,566

期末残高相当額  254,429 254,429

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内     126,565千円

１年超 255,727

合計 382,292

１年内         92,675千円

１年超 167,228

合計 259,903

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

支払リース料 187,475千円

減価償却費相当額 170,756

支払利息相当額 11,165

支払リース料        133,500千円

減価償却費相当額 126,674

支払利息相当額 3,755

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を

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

（有価証券関係）

第58期（平成19年３月31日現在）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

第59期（平成20年３月31日現在）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

第58期
（平成19年３月31日）

第59期
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

減価償却超過額 82,951千円

賞与引当金損金算入限度超過額 125,254

役員退職慰労引当金否認 45,998

未払事業税否認 38,086

関係会社出資金評価損 141,102

その他 45,743

繰延税金資産小計 479,136千円

評価性引当額 △141,102

繰延税金資産合計 338,034千円

繰延税金負債  

固定資産圧縮特別勘定積立金 △38,473

その他有価証券評価差額 △184,837

繰延税金負債合計 △223,310千円

繰延税金資産の純額 114,723千円

繰延税金資産  

減価償却超過額      77,962千円

賞与引当金損金算入限度超過額 114,649

役員退職慰労引当金否認 53,384

未払事業税否認 45,785

関係会社出資金評価損 186,627

その他 76,303

繰延税金資産小計  554,713千円

評価性引当額 △206,843

繰延税金資産合計 347,870千円

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △21,881

その他有価証券評価差額 △102,486

繰延税金負債合計 △124,368千円

繰延税金資産の純額 223,502千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 39.7%

（調整）  

交際費 0.1

住民税均等割 0.6

役員賞与引当金 0.7

評価性引当額 1.5

その他 0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 43.4

法定実効税率 　39.7%

（調整）  

交際費 0.2

住民税均等割 0.7

役員賞与引当金 0.7

評価性引当額 2.6

その他 0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 44.6

（１株当たり情報）

第58期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第59期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額   861円　92銭

１株当たり当期純利益金額   128円　74銭

１株当たり純資産額   910円　09銭

１株当たり当期純利益金額   109円　91銭

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。

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。

 
第58期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第59期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 1,653,012 1,411,208

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,653,012 1,411,208

期中平均株式数（株） 12,839,488 12,839,408

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

 ①　代表取締役の異動

 　　該当事項はありません。

　　（注）すでに平成20年１月11日に公表いたしましたが、平成20年４月１日付けをもちまして

　　　　  山田　和正（やまだ　かずまさ）が代表取締役会長に就任しております。

 ②　その他役員の異動

   ・退任予定取締役

       取締役相談役　山田祐次

 　・新任監査役候補

 　　　監査役　山田光重

 　・退任予定監査役

 　　　監査役　小池良

 　　　　（注）山田光重氏は会社法第２条16号に定める「社外監査役」であります。

 　　　　（注）小池良氏は会社法第２条16号に定める「社外監査役」であります。

 ③　就任予定日

 　　平成20年６月26日

 

(2）販売の状況

（単位：千円、％）

期別
 
 
 

品目

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

在庫品

アルミ 13,709,787 37.0 13,168,625 34.6 △541,162 △4.0

伸銅 4,735,806 12.8 5,100,007 13.4 364,200 7.7

ステンレス 4,901,193 13.2 5,690,832 14.9 789,639 16.1

その他 570,320 1.6 704,808 1.8 134,487 23.6

計 23,917,108 64.6 24,664,273 64.7 747,165 3.1

特注品

アルミ 10,989,413 29.7 11,287,086 29.6 297,672 2.7

伸銅 831,787 2.2 755,214 2.0 △76,572 △9.2

ステンレス 742,169 2.0 756,686 2.0 14,517 2.0

その他 566,457 1.5 655,040 1.7 88,583 15.6

計 13,129,827 35.4 13,454,028 35.3 324,201 2.5

合計 37,046,935 100.0 38,118,301 100.0 1,071,366 2.9

（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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