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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 215,839 24.9 3,072 23.9 2,452 28.4 1,427 32.6

19年３月期 172,781 35.4 2,480 67.2 1,910 57.3 1,076 84.6

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 585 69 571 49 23.4 4.7 1.4

19年３月期 448 50 439 37 24.7 4.4 1.4

（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 54,290 7,152 13.0 2,640 70

19年３月期 49,973 5,263 10.4 2,144 54

（参考）自己資本 20年３月期 7,034百万円 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

20年３月期 △4,499 △832 5,047 4,508

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 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 0 00 65 00 65 00 157 14.5 3.4

20年３月期 0 00 85 00 85 00 226 14.5 3.6

21年３月期（予想） 0 00 85 00 85 00 － 15.1 －

　（注）19年３月期期末配当金の内訳　記念配当　10円00銭

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中間期増減率）

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 112,600 6.7 1,730 3.1 1,400 1.3 770 0.1 289 07

通期 225,800 4.6 3,360 9.4 2,670 8.9 1,500 5.1 563 13
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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

新規 －社  除外 －社  

(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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、24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 2,663,700株 19年３月期 2,421,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 0株 19年３月期 0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、45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 173,466 20.3 1,843 17.6 1,518 27.9 873 27.1

19年３月期 144,187 30.5 1,567 63.4 1,187 61.7 687 106.7

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 358 51 352 65

19年３月期 286 29 281 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 42,483 5,807 13.6 2,176 72

19年３月期 39,267 4,476 11.4 1,848 18

（参考）自己資本 20年３月期 5,798百万円 19年３月期 4,474百万円

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中間期増減率）

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 89,600 6.9 940 △8.6 850 △8.9 490 △0.6 183 96

通期 180,900 4.3 1,940 5.2 1,650 8.6 950 8.7 356 65

※　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。
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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世界経済は、米国でのサブプライム問題に端を発した金融資本市場の混乱や原油・素材

価格の高騰という景気減速要因があったものの、中国をはじめするアジア諸国及び新興国の高い経済成長に牽引さ

れ、総じて高い成長率を維持いたしました。

　一方、わが国経済は、企業の設備投資をはじめとする堅調な民需により安定した景気基調でしたが、改正建築基

準法の施行による新設住宅着工件数減少と関連業種への波及、原油価格高騰及び円高などの影響により、年度末に

向けて景気は不透明感が強まりました。

　当社グループを取り巻く非鉄金属業界の動向につきまして、市況はニッケル及びチタン等一部の非鉄金属におい

て調整が進んだものの、総じて高値推移いたしましたが、自動車、家電及びＩＴ関連業界における非鉄金属需要、

とりわけ中国を始めとするアジア諸国及び新興国での需要が旺盛でありました。

　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おいて成長ビジネスとして位置付けている電子・機

能材分野及び非鉄原料事業における環境・リサイクル分野を中心に、既存ビジネスの枠を超えたビジネスの創出、

拡大に積極的に取り組んでまいりました。

　この結果、当連結会計年度における連結経営成績は、売上高215,839百万円（前年度比24.9％増）、営業利益

3,072百万円（同23.9％増）、経常利益2,452百万円（同28.4％増）、当期純利益1,427百万円（同32.6％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

　当セグメントにおける主要取引先である自動車業界及び空調機器等家電業界では、アルミ、銅等の非鉄金属原

料市況が依然として高値推移したにもかかわらず、中国をはじめとするアジア諸国、新興国及び欧州における旺

盛な需要に支えられ好調に推移しました。これに伴いアルミ、銅関連の素材及び鋳鍛造品などの加工品の取扱い

は堅調に推移しました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は66,540百万円（前年度比18.8％増）、営業利益641百万円（同6.6％

増）となりました。

・電子・機能材事業

　自動車部品用金属粉末、半導体材料、液晶材料及び二次電池材料の取扱いは、原料である非鉄金属市況が期を

通して高値推移したにもかかわらず、中国をはじめとするアジア諸国及び新興国での自動車、ＩＴ関連及び電池

産業の旺盛な需要に支えられたことにより、好調に推移しました。チタン、ニッケル製品に関しても、欧州や中

国を中心に化学プラント、電力設備等の旺盛な需要を背景に取扱いが大幅に伸長しました。

　一方レアメタルにおきましては、供給国側の資源ナショナリズムの動きもあり、市況の高値推移が続くなか、

ハイブリッド車やパソコン、半導体等の好調な需要を背景に、チタンスポンジをはじめタングステン、モリブデ

ン、及びレアアース等の取扱いが高水準で推移しました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は90,595百万円（同42.3％増）、営業利益1,850百万円（同34.3％増）

となりました。

・非鉄原料事業

　アルミ合金塊、アルミ屑、銅屑及び金属珪素は、堅調な国内及び輸出向け自動車部品の生産に支えられたこと

により、同業界向けの出荷が堅調に推移しました。また鉄鋼ミル向けアルミ脱酸ショットの取扱い等も、旺盛な

鉄鋼需要に支えられ好調に推移しました。

　また、アルミ、銅市況においては前年度比で概ね横ばいで推移しました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は48,571百万円（同16.4％増）、営業利益410百万円（同14.8％増）と

なりました。
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・建設・産業資材事業

　バルブ・継手等の配管機材分野では、鉄系・銅系ともに原材料の高騰を背景に製品価格が高値を維持しました

が、旺盛な需要により国内、輸出ともに好調に推移しました。一方建設工事・加工品分野では、建築基準法の改

正による建材市場の冷え込みの影響を受けたことに伴い、同分野における売上高が減少しました。ダイカスト製

品に関しても金型類の受注は増加したものの、製品の一つであるガスメーター等の出荷が振るわず、同分野にお

ける売上高は前年度比で若干減少しました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は13,889百万円（同5.8％減）、営業利益165百万円（同18.1％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

　自動車、家電及び鉄鋼業界における非鉄需要は依然として高値推移する非鉄金属市況にもかかわらず旺盛であり、

当社が取扱うアルミ、銅の原料及び製品、並びにマグネシウム、金属珪素等の取扱が堅調に推移しました。また、

近年ハイテク化の一途をたどるＩＴ関連製品、ハイブリット車及びデジカメ等ハイテク家電に使用される電子・機

能材料は、その性質や産出量から供給が逼迫し市況も高値推移するなか、当社グループが得意とするニッケル、チ

タン、タングステン、モリブデン、及びレアアース等レアメタルの取扱いが堅調に推移しました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は206,117百万円（同21.0％増）、営業利益2,841百万円（同16.0％増）

となりました。

・その他の地域

　中国を中心としたアジア地域においては、銅製品及びアルミ製品の取扱いが、中国の経済成長に伴い家電等にお

ける非鉄需要の伸びに支えられたことにより好調に推移しました。また火力発電所向けの旺盛な需要を背景とした

チタン製品の販売が堅調に推移しました。北米地域においては、電子材料の販売が米国の電子業界向けに堅調に推

移しました。欧州地域においては、熱交換器業界向けチタン製品の販売が好調に推移しました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は25,938百万円（同82.6％増）、営業利益183百万円（同186.5％増）と

なりました。

（次期の見通しについて）

　今後の経済情勢は、中国をはじめとするアジア諸国及び新興国での成長が引続き期待できるものの、サブプラ

イム問題を背景とした米国経済の後退懸念を始め、株価下落、為替動向及び原油・素材価格の高騰など、先行き

不透明な要素が多く、楽観できない状況が続くものと思われます。わが国においても原油・素材価格の高騰、円

高を背景に企業収益の拡大に陰りが見られ、当分の間日本経済は足踏み状態が続くと思われます。

　このような経済環境のもと、当社グループはグローバルな非鉄需要の拡大を取り込むべく、海外での事業投資

を引続き積極的に推進すると同時に、海外ネットワークの拡充を進めてまいります。高成長ビジネスとして位置

づける電子・機能材事業及び非鉄原料事業をさらに強化するとともに、金属加工事業の推進など更なる発展を目

指して積極的な施策を進めてまいります。

　次期の見通しにつきましては、当社グループの主要需要先である自動車、家電、ＩＴ関連業界における非鉄需

要が引続き輸出向けを中心に底堅く推移すると思われることから、平成21年３月期の当社グループの連結売上高

225,800百万円（前期比4.6％増）、営業利益3,360百万円（同9.4％増）、経常利益2,670百万円（同8.9％増）、

当期純利益1,500百万円（同5.1％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

　当連結会計年度末における財政状態の前連結会計年度末からの変動状況は次のとおりです。

資産の部における主な増加要因は受取手形及び売掛金の増加5,711百万円及び基幹システムの導入に伴う無形固

定資産の増加225百万円であります。また主な減少要因はたな卸資産の減少200百万円及び投資有価証券の時価評

価等による減少492百万円です。この結果、前連結会計年度末に比べ4,317百万円増加し54,290百万円となりまし

た。

　負債の部における主な増加要因は短期借入金の増加3,959百万円と長期借入金の増加207百万円です。また主な

減少要因は支払手形及び買掛金の減少1,235百万円と社債の償還による減少360百万円です。この結果、前連結会

計年度末に比べ2,428百万円増加し47,138百万円となりました。

　純資産の部においては、新株の発行並びに新株予約権の行使に伴い、資本金が618百万円及び資本剰余金が617

百万円とそれぞれ増加し、また当期純利益1,427百万円を計上したことにより、その結果、前連結会計年度に比

べ1,888百万円増加し7,152百万円となりました。これにより、当連結会計年度末の自己資本比率は前連結会計年

度末より2.6ポイント上昇し、13.0％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。）は、前連結会計年度末に比べ266

百万円減少し、4,508百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 

 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

　営業活動によるキャッシュ・フローは、4,499百万円の減少となりました。主な

増加要因は税金等調整前当期純利益2,512百万円、未収入金の減少額607百万円、

及びたな卸資産の減少額209百万円であります。一方、主な減少要因は売上債権の

増加額5,535百万円、仕入債務の減少額1,423百万円、及び法人税等の支払額1,147

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、832百万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436百万円及び基幹システムの導入に伴う支出

285百万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、5,047百万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3,948百万円及び株式の発行による収入1,236

百万円によるものであります。一方、主な減少要因は、配当金の支払額156百万

円であります。

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 
 平成19年３月期

期末

 平成20年３月期

期末

 自己資本比率（％） 10.4 13.0

 時価ベースの自己資本比率（％） 24.7 23.2

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －
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・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：期末日の株価終値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、期末日株価終値×期末日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、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・フローが資金流失のため、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・次期の配当

　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85円を予定しております。
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(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。これらの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。

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（本邦からの輸出入及び三国間取引）における外貨建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執り行な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

　当社グループの営業活動は、輸出取引における輸送中の商品及び輸入取引における未着商品が、各々の取引条

件によって期末時点のたな卸資産の増減に影響を及ぼす可能性があります。また、輸入取引の増加は国内取引と

比較した場合、仕入債務の回転期間が短縮される傾向があり、その結果仕入債務の減少につながる可能性があり

ます。

　今後も輸出入取引の増加や市況変動及び需給バランス等により、当社グループの期末におけるたな卸資産残高

及び仕入債務残高が前年期末との比較において変動した場合、営業活動におけるキャッシュ・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。
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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。

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（８社）及び関連会社（３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。
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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

　当社グループに属するアドバンスト　マテリアル　ジャパン株式会社はチタン、レアアース等のレアメタルの

輸入販売を行っており、同社の当連結会計年度における売上高は33,947百万円であり、当社グループの連結経営

成績の15.73％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20年３月31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 エフ ビー エフ2000，エル．ピー．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エフ ビー エフ2000，エル．ピー．は平成20年３月31日現在で当社の発行済株式総

数の13.0％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を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。上記のとおり、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。

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. 当社の発行済株式総数の15.65％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、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
 

当社グループは、当社（アルコニックス株式会社）、連結子会社９社及び持分法非適用関連会社３社により構成さ

れており、アルミ、銅、ニッケル、レアメタル（チタン、タングステン、モリブデン、レアアース等）の各種製品並び

にそれらの原材料の輸出、輸入及び国内販売を主たる業務とする非鉄金属の専門商社であります。

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

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

 

事業の種類別

セグメントの名称
主要取扱商品 主要関係会社

 軽金属・銅製品事業

・家電及び航空機、自動車産業向けアルミニウム製品

（圧延品、押出材、鋳鍛造品、加工品、部品）

・飲料缶用、箔用及び印刷版用のアルミニウム板素材

・伸銅品（板条管の展伸材、加工品、部品）等

ALCONIX(THAILAND)LTD.

ALCONIX(SINGAPORE)PTE.LTD.

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.

ALCONIX(MALAYSIA)SDN.BHD.

 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、バッテリー等の電子材料

・発電設備、化学工業機器等に使用されるチタン製

品

・鉄鋼添加剤、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

ALCONIX USA,INC.

ALCONIX EUROPE GMBH

アドバンスト　マテリアル

ジャパン株式会社

ALCONIX(TAIWAN)CORP.

 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

・銅合金素材等

・アルミダイカスト製品、金型、鋳物製品等

・金属建具工事、ビル・マンションのリニューアル、

リフォーム工事等

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

 

 

(注）１.＊は当社株式を15.65％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

商品の販売を行なっております。

２．◎は連結子会社、★は持分法非適用関連会社であります。

３．ALCONIX(TAIWAN)CORP. は平成20年２月に設立いたしました。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

ており、「新たな素材へ」「新たな市場へ」「新たなサービスへ」「新たな分野へ」をモットーに掲げ、法令・企

業倫理を遵守し、公明正大かつ透明性の高い経営を行いながら、一方で株主、取引先、従業員、地域社会との良好

な関係を維持しつつ、地域社会に留まらず世界から信頼される企業を目指すべく活動を行なっております。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは中期経営計画の経営目標について、収益力の向上及び自己資本比率の向上を最優先課題として位

置づけており、最終年度である平成23年３月期の数値目標を下記の通り掲げております。

  平成20年３月期 平成23年３月期

利　益　成　長
経　常　利　益

当期純利益

24.5億円

14.2億円

33.3億円

18.8億円

財　務　力 自己資本比率 13.0％ 18％以上

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループの中期経営計画は期間を３年間とし、環境の変化に迅速に対応するため、１年ごとに更新していく

ローリング方式を採用しております。

　本年度は昨年に策定いたしました中期経営計画（2008年３月期～2010年３月期）のローリングを行ない、新たな

３年間の中期経営計画（2009年３月期～2011年３月期）を策定いたしました。その詳細につきましては別途開示い

たします「中期経営計画ローリングについて」に記載いたします。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは中期経営計画において次に掲げる経営方針を全体戦略として位置づけており、そこから展開する

５つのアクションプランを積極的かつ大胆に実行し、達成していくことにより、企業価値の向上に努めてまいりま

す。

(経営方針）

① 業容多角化のため川上、川中、川下のM&Aの推進、及び新規事業投資案件の発掘・推進に努めます。

② アルコニックスグループの商いの基盤を成すアルミ・銅取引の維持・拡大に努めます。

③ 成長著しいレアメタル及び電子・機能材分野の強化を図ります。

④ 環境問題に対応したリサイクル分野の強化を図ります。

⑤ 海外ネットワークを更に充実させ、顧客のニーズに応えると共に、地場取引や三国間取引を増やすべく商社

機能を発揮します。

(アクションプラン）

① 営業収益力の強化

a．結晶材料、金属粉末、液晶や電池用材料、半導体周辺素材、機能化学品等電子材料分野での取組を強化し

てまいります。また子会社であるアドバンスト マテリアル ジャパン株式会社（以下「AMJ」）における

チタンスポンジやタングステン、モリブデン、レアアースを含むレアメタルの取引地盤の充実化を図るこ

とにより、「製品のアルコニックス、素材のAMJ」と、当社グループとして電子材料分野での一大勢力を

築き上げてまいります。

b．環境問題に対応した非鉄金属原料にとどまらないリサイクル事業や日本及び中国を中心とした家電・自動

車等のリサイクルモデルの構築を目指してまいります。

c．海外現地法人の設立を梃子に海外ネットワークを積極的に活用することにより、ロシア、中国、米国など

からの新規仕入ソースの開拓及び三国間ビジネスにも取り組んでまいります。海外法人においては、地場

取引の拡大を進め、連結経営での収益貢献を目指してまいります。また更なる海外ネットワーク充実のた

め、多方面への海外拠点の設立も検討しております。

d．従来型の商社の枠組みを越えて、電池部品やポリゴンミラー（注）で培った部品加工・商品開発分野に進

出することにより川上展開に挑戦する一方、三伸林慶ビジネスでの二次問屋のノウハウを生かした川下展

開でのビジネスモデルの構築により収益性を高めてまいります。
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(注）レーザープリンターに使用される部品の一部。多面鏡となっておりパソコンから送られたデータと印

刷の感光ドラムの間でデータを中継する機能を持つ。

② 投資案件の推進

a．非鉄金属の枠にとらわれない金属加工分野等、新たな事業への投資

b．レアメタル鉱山・製錬事業等への投資

c．非鉄原料事業への更なる投資拡大

d．中国天津におけるリサイクル事業の他地域への展開

e．その他Ｍ＆Ａの推進（川上：製造業、川中：商社、川下：問屋、小売）

③ 財務体質の強化

a．収益力の強化により、自己資本比率の向上等の財務比率の改善を図ってまいります。

b．コミットメントラインの設定等により、流動性の確保と安定的で効率的な資金調達を目指してまいります。

c．債権流動化等、資金調達手段の多様化を更に進め、資金調達コストの軽減を図ってまいります。

④ 人的資源の強化

a．上場企業として積極的に優秀な人材の採用を目指し、適材適所と社内教育の充実による人的効率のアップ

を図ってまいります。

b．平成19年度に導入した新人事制度を梃子に、当社の人事理念であるProfessional，Challenging，

Cooperativeな人材の育成を目指します。

⑤ インフラ整備及び内部統制の充実・強化

a．情報技術の進歩に相応しいスピード感のある経営、会社存続のために不可欠な内部統制の充実を目指し、

新基幹システムの導入を行ないます。併せて事務所移転についても効率性等の観点から検討を進めてまい

ります。

b．内部統制の充実・強化に向けて、全社レベルでの業務遂行に関するマニュアル整備の取組みを実施致しま

す。

c．適時開示体制について、更なる徹底を図るため社内教育等で浸透を図ってまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。

 

(6）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）
当連結会計年度

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ＊２  4,701,347   4,510,717  

２．受取手形及び売掛金 ＊６  26,210,857   31,922,045  

３．有価証券   99,948   －  

４．たな卸資産   13,809,183   13,608,837  

５．繰延税金資産   343,651   375,379  

６．その他   2,562,081   1,627,719  

貸倒引当金   △308,388   △235,515  

流動資産合計   47,418,680 94.9  51,809,184 95.4

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  65,615   69,780   

減価償却累計額  17,874 47,740  25,436 44,343  

(2）機械装置及び運搬具  17,051   31,558   

減価償却累計額  6,625 10,425  10,170 21,387  

(3）工具、器具及び備品  100,991   121,577   

減価償却累計額  47,371 53,619  71,973 49,604  

(4）土地   96,900   96,900  

(5）建設仮勘定   －   16,198  

有形固定資産合計   208,685 0.4  228,434 0.4

２．無形固定資産        

(1）のれん   154,410   64,773  

(2）ソフトウェア仮勘定   －   225,553  

(3）その他   50,507   52,126  

無形固定資産合計   204,917 0.4  342,453 0.7
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ＊１  1,977,534   1,484,848  

(2）長期貸付金   16,290   34,681  

(3）固定化営業債権 ＊５  730   3,960  

(4）繰延税金資産   7,801   188,173  

(5）その他   139,103   203,147  

貸倒引当金   △730   △3,960  

投資その他の資産合計   2,140,731 4.3  1,910,851 3.5

固定資産合計   2,554,334 5.1  2,481,738 4.6

資産合計   49,973,015 100.0  54,290,923 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金 ＊６  31,846,199   30,610,527  

２．短期借入金   7,570,701   11,530,098  

３．１年以内返済予定長期
借入金

  181,500   359,200  

４．１年以内償還予定社債   360,000   360,000  

５．未払法人税等   654,210   511,529  

６．賞与引当金   306,534   341,944  

７．その他   1,014,509   970,344  

流動負債合計   41,933,655 83.9  44,683,644 82.3

Ⅱ　固定負債        

１．社債   1,560,000   1,200,000  

２．長期借入金   848,500   1,056,300  

３．繰延税金負債   197,410   954  

４．退職給付引当金   137,345   149,468  

５．役員退職慰労引当金   32,391   48,340  

６．その他   471   36  

固定負債合計   2,776,119 5.6  2,455,100 4.5

負債合計   44,709,775 89.5  47,138,744 86.8
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,471,336 3.0  2,089,435 3.9

２．資本剰余金   513,741 1.0  1,131,658 2.1

３．利益剰余金   2,760,565 5.5  4,030,785 7.4

　　株主資本合計   4,745,643 9.5  7,251,879 13.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  401,339 0.8  △135,761 △0.3

２．繰延ヘッジ損益   15,916 0.0  △117,716 △0.2

３．為替換算調整勘定   29,044 0.1  35,630 0.1

　　評価・換算差額等合計   446,299 0.9  △217,848 △0.4

Ⅲ　新株予約権   7,224 0.0  25,709 0.0

Ⅳ　少数株主持分   64,072 0.1  92,437 0.2

純資産合計   5,263,240 10.5  7,152,178 13.2

負債純資産合計   49,973,015 100.0  54,290,923 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   172,781,001 100.0  215,839,529 100.0

Ⅱ　売上原価   166,668,734 96.5  208,571,116 96.6

売上総利益   6,112,266 3.5  7,268,412 3.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費
＊１
＊２

 3,631,517 2.1  4,195,850 2.0

営業利益   2,480,749 1.4  3,072,562 1.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  19,227   25,736   

２．仕入割引  20,546   30,693   

３．受取配当金  30,500   25,431   

４．為替差益  12,252   －   

５．業務受託料  9,139   8,020   

６．調査助成金  －   44,873   

７．その他  27,641 119,307 0.1 24,437 159,192 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  286,484   255,024   

２．社債利息  15,887   24,879   

３．売上割引  26,457   24,209   

４．為替差損  －   82,022   

５．手形売却損  77,560   123,678   

６．債権売却損  －   22,089   

７．債権譲渡損（信託）  －   51,950   

８．たな卸資産評価損  140,770   83,296   

９．その他  142,277 689,437 0.4 111,884 779,034 0.4

経常利益   1,910,619 1.1  2,452,720 1.1

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ＊３ －   399   

２．投資有価証券売却益  1,499   －   

３．貸倒引当金戻入益  － 1,499 0.0 88,511 88,911 0.1
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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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ＊４ －   192   

２．固定資産除却損 ＊５ －   5,688   

３．投資有価証券売却損  3,661   665   

４．投資有価証券評価損  4,799 8,461 0.0 22,399 28,946 0.0

税金等調整前当期純利
益

  1,903,657 1.1  2,512,685 1.2

法人税、住民税及び事
業税

 957,941   997,747   

法人税等調整額  △161,161 796,779 0.5 54,693 1,052,440 0.5

少数株主利益   29,940 0.0  32,660 0.0

当期純利益   1,076,937 0.6  1,427,584 0.7
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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 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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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 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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 618,099 617,917  1,236,016

剰余金の配当   △157,365 △157,365

当期純利益   1,427,584 1,427,584

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）

618,099 617,917 1,270,219 2,506,236

平成20年３月31日　残高（千円） 2,089,435 1,131,658 4,030,785 7,251,879

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行       1,236,016

剰余金の配当       △157,365

当期純利益       1,427,584

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△537,101 △133,632 6,586 △664,148 18,485 28,364 △617,297

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△537,101 △133,632 6,586 △664,148 18,485 28,364 1,888,938

平成20年３月31日　残高（千円） △135,761 △117,716 35,630 △217,848 25,709 92,437 7,152,178
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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  1,903,657 2,512,685

減価償却費  41,391 54,783

のれん償却額  88,528 93,405

株式報酬費用  7,224 18,485

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 15,249 △69,384

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 115,124 35,409

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 29,531 12,122

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

 1,925 15,948

受取利息及び受取配当金  △49,727 △51,167

支払利息  286,484 255,024

社債利息  15,887 24,879

為替差損益（差益：△）  △300 4,778

固定資産売却益  － △399

固定資産除売却損  487 5,881

投資有価証券売却益  △1,499 －

投資有価証券売却損  3,661 665

投資有価証券評価損  4,799 22,399

売上債権の増減額
（増加：△）

 △3,202,614 △5,535,778

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △6,420,208 209,707

仕入債務の増減額
（減少：△）

 8,027,056 △1,423,087

未収消費税等の増減額
（増加：△）

 29,676 287,787

未払事業税・外形標準課税の増減
額（減少：△）

 △8,689 6,872

前渡金の増減額
（増加：△）

 △66,143 89,575

前払費用の増減額
（増加：△）

 13,883 △19,545
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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）

未収入金の増減額
（増加：△）

 △1,696,763 607,496

短期差入保証金の増減額
（増加：△）

 15,000 △451

長期差入保証金の増減額
（増加：△）

 △487 △3,290

未払金の増減額
（減少：△）

 △31,775 65,461

未払費用の増減額
（減少：△）

 △9,322 4,963

前受金の増減額
（減少：△）

 127,557 △328,908

預り金の増減額
（減少：△）

 19,350 △50,026

その他  18,444 △14,171

小計  △722,612 △3,167,877

利息及び配当金の受取額  49,807 51,258

利息の支払額  △284,780 △234,738

法人税等の支払額  △750,852 △1,147,915

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,708,438 △4,499,272
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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    

定期預金の預入による支出  △26,000 －

定期預金の払戻による収入  146,000 24,000

有形固定資産の取得による支出  △63,723 △60,731

有形固定資産の売却による収入  104 1,538

無形固定資産の取得による支出  △25,230 △285,099

投資有価証券の取得による支出  △685,731 △436,450

投資有価証券の売却による収入  21,538 335

出資金の拠出による支出  － △53,503

営業の譲受による支出  ＊２ △91,983 －

貸付による支出  － △27,835

貸付金の回収による収入  13,523 5,603

投資活動によるキャッシュ・フロー  △711,502 △832,142

    

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  △14,596 3,948,785

長期借入れによる収入  1,100,000 567,000

長期借入金の返済による支出  △70,000 △181,500

社債の発行による収入  2,100,000 －

社債の償還による支出  △180,000 △360,000

株式の発行による収入  657,344 1,236,016

配当金の支払額  △108,700 △156,938

少数株主への配当金の支払額  △2,156 △5,794

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,481,891 5,047,568

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  33,825 17,268

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△減少額）

 1,095,776 △266,578

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,679,519 4,775,295

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ＊１ 4,775,295 4,508,717
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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　　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。

連結子会社の数　　９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.

ALCONIX(TAIWAN)CORP.

 上記のうち、 ALCONIX(TAIWAN)CORP.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 

LTD.

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 

LTD.

天津市日環再生資源利用有限公司

　上記のうち、 天津市日環再生資源利

用有限公司につきましては、当連結会計

年度において新たに設立されたため、関

連会社の範囲に含めております。

　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。

　持分法を適用していない関連会社は、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等から見て、

持分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。　

　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．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社

ALCONIX(THAILAND)LTD.

ALCONIX(SINGAPORE)PTE.LTD.

ALCONIX HONGKONG CORP., LTD. 

ALCONIX USA,INC. 

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.

ALCONIX EUROPE GMBH 

ALCONIX(MALAYSIA)SDN.BHD.　

の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、連

結子会社の決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

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.　

ALCONIX(TAIWAN)CORP.　

の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、連

結子会社の決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

イ．時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

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

ロ．時価のないもの

　移動平均法による原価法によっ

ております。

ロ．時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　時価法によっております。

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

小口販売用銅管

　先入先出法による原価法によってお

ります。

③　たな卸資産

小口販売用銅管

同左

その他のたな卸資産

　主として個別法による原価法によっ

ております。

その他のたな卸資産

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）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法に

よっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（附属設備を除く）については定

額法によっております。

　なお、在外連結子会社は主として定額

法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　　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

 

 ──────

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

 

（会計方針の変更） 

　当社及び国内連結子会社は、当連結会

計年度より、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、及び税金等調整前当期純利益に与

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。

   ──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、当連結会

計年度より、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、及び税金等調整前当期純

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 ②　無形固定資産

 イ. 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。

 イ. その他の無形固定資産

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）重要な繰延資産の処理

方法

①　社債発行費

  発生時に一括費用処理しております。

──────

②　株式交付費

　発生時に一括費用処理しております。

②　株式交付費

同左

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　当社及び一部の連結子会社は従業員に

対して支給する賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社は従業員の退

職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産等に

基づき必要と認められる額を計上してお

ります。

③　退職給付引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金内規に基づく当

連結会計年度末における要支給額を計上

しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在

外連結子会社等の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は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
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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）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(7）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。な

お、為替予約等についてヘッジ会計の要

件を満たす場合は、振当処理によってお

ります。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建取引の為替変動リスクに対して

為替予約取引を用いております。また、

取扱商品（非鉄金属）の将来価格の変動

リスクに対して商品先物取引を用いてお

ります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引の限度額を実需の範

囲とする方針であり、内規（リスク管理

方針）に基づき為替変動リスク及び商品

相場変動リスクを回避する目的でそれぞ

れの取引を行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性の評価方法

　事前においては、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する重要な条件が概ね一致して

いることを確認の上ヘッジ指定を行い、

また事後においては、デリバティブ実行

部署からの報告に基づきヘッジ有効性の

確認を実施しております。また、振当処

理によっている為替予約については、有

効性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性の評価方法

同左

(8）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、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。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成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）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。

 

   ────── （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、当連結会計年度よ

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、当連結会計年度より、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162,715千円増加し、支払利息は162,049千円

減少し、たな卸資産は9,169千円増加し、未払費用は9,835

千円増加するため、営業利益が162,715千円減少し、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が665千円減少しており

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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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）  ──────

　前連結会計年度において、「営業権」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「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、

当連結会計年度から「のれん」と表示しております。

　

 

 

 

 

 

（連結損益計算書）  ──────

　「たな卸資産評価損」は、前連結会計年度まで営業外

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を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前連結会計年度における「たな卸資産評価損」

の金額は28,960千円であります。

 ──────

 

 

 

 

 

 

 （連結損益計算書）

　「債権売却損」は、前連結会計年度まで営業外費用の

「その他」に含めて表示していましたが、内容をより明

瞭に表示するため、当連結会計年度より区分掲記しまし

た。

　なお、前連結会計年度における「債権売却損」の金額

は16,506千円であります。

　「債権譲渡損（信託）」は、前連結会計年度まで営業

外費用の「その他」に含めて表示していましたが、内容

をより明瞭に表示するため、当連結会計年度より区分掲

記しました。

　なお、前連結会計年度における「債権譲渡損(信託)」

の金額は18,054千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書） ──────

　当連結会計年度より、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、前連結会計年度において、営業権償却額は、「減

価償却費」に70,043千円含まれております。
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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）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

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

投資有価証券（株式） 30,604千円 投資有価証券（株式） 43,084千円

＊２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

＊２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

現金及び預金  26,000千円 現金及び預金 2,000千円

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10,902千円の担

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1,532千円の担

保に供しております。

　３　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。

　３　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.

343,463千円

KOBELCO & MATERIALS COPPER TUBE(THAILAND)

CO., LTD.

  128,591千円

　４　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　輸出受取手形割引高 226,906千円

──────

＊５　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権でありま

す。

＊５　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権でありま

す。

＊６　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 29,201千円

支払手形 1,347,757千円

──────
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（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　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  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

従業員給料手当  1,465,431千円

法定福利費 199,180千円

事務委託料 403,563千円

賞与引当金繰入額 341,944千円

役員退職慰労引当金繰入額 15,948千円

貸倒引当金繰入額 19,502千円

退職給付費用 55,676千円

賃借料 211,394千円

減価償却費 54,783千円

のれん償却額 93,405千円

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

551千円 2,100千円

────── ＊３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 322千円

工具、器具及び備品 77千円

　計 399千円

────── ＊４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 192千円

────── ＊５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 5,688千円
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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 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 
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
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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 2,421 242 － 2,663

合計 2,421 242 － 2,663

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242千株は、公募による新株の発行による増加147千株、第三者割当増資によ

る新株の発行による増加71千株、及びストック・オプションの権利行使による増加24千株であります。

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 
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
－ － － － － 8,987

連結子会社 － － － － － － 16,721

合計 － － － － － 25,709

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

(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６月24日

定時株主総会
普通株式 226,414 利益剰余金 85 平成20年３月31日 平成20年６月25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）

＊１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

＊１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定 4,510,717千円

担保預金 △2,000千円

現金及び現金同等物 4,508,717千円

＊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

アルコニックス㈱(3036)平成 20 年３月期決算短信

－ 35 －



 

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、

 税効果会計
　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため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）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
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

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 16,545,768 19,411,140 10,578,675 3,564,812 50,100,395 (127,380) 49,973,015

減価償却費 31,157 77,776 5,625 15,360 129,919 － 129,919

資本的支出 20,084 42,054 7,297 47,130 116,566 － 116,566

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）

 
軽金属・銅製
品事業

（千円）

電子・機能材
事業（千円）

非鉄原料事業
（千円）

建設・産業資
材事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
66,092,547 88,591,575 47,784,421 13,370,985 215,839,529 － 215,839,529

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

447,538 2,004,279 787,449 518,078 3,757,345 (3,757,345) －

計 66,540,085 90,595,854 48,571,870 13,889,063 219,596,874 (3,757,345) 215,839,529

営業費用 65,898,474 88,745,811 48,161,064 13,723,116 216,528,466 (3,761,499) 212,766,967

営業利益 641,611 1,850,043 410,806 165,946 3,068,408 4,153 3,072,562

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出
       

資産 19,470,099 19,696,289 11,930,193 3,194,496 54,291,079 (156) 54,290,923

減価償却費 38,460 87,919 7,242 14,567 148,189 － 148,189

資本的支出 146,023 53,455 42,022 36,219 277,719 － 277,719
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　（注）１．事業区分の方法

事業は取扱商品の系列及び市場分野の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要取扱商品

事業の種類別

セグメントの名称
主要取扱商品

 軽金属・銅製品事業

・家電及び航空機、自動車産業向けアルミニウム製品（圧延品、押出材、鋳鍛

造品、加工品、部品）

・飲料缶用、箔用及び印刷版用のアルミニウム板素材

・伸銅品（板条管の展伸材、加工品、部品）等

 電子・機能材事業

・半導体、エレクトロニクス関連材料としての化合物半導体

 ・プリント配線基盤、バッテリー等の電子材料

・発電設備、化学工業機器等に使用されるチタン製品

・鉄鋼添加剤、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

・銅合金素材等

・アルミダイカスト製品、金型、鋳物製品等

・金属建具工事、ビル・マンションのリニューアル、リフォーム工事等

３．営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。

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

の繰延税金資産であり、金額は以下のとおりであります。

前連結会計年度　　215,864千円

当連結会計年度　　422,892千円

５．会計方針の変更

　　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て、「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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　　当連結会計年度

　　（固定資産の減価償却方法の変更）

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

　　（インパクトローン金利の処理）

　　　「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、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、当連結会計年度における営業費用は「軽金属・銅製品事業」が　

　　20,755千円、「電子・機能材事業」が140,833千円、「建設・産業資材事業」が1,126千円増加し、営業

利益がそれぞれ同額減少しております。また、資産は、「電子・機能材事業」が9,169千円増加しております。

６．追加情報

　　当連結会計年度

　　　「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、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。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 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

Ⅱ　資産 45,592,958 8,148,968 53,741,926 (3,768,911) 49,973,015

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）

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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 192,256,090 23,583,438 215,839,529 － 215,839,529

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
13,861,334 2,355,312 16,216,646 (16,216,646) －

計 206,117,424 25,938,751 232,056,176 (16,216,646) 215,839,529

営業費用 203,275,562 25,755,311 229,030,874 (16,263,906) 212,766,967

営業利益 2,841,861 183,440 3,025,302 47,260 3,072,562

Ⅱ　資産 47,736,187 10,366,256 58,102,443 (3,811,520) 54,290,923

　（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．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、営業損益及び資産が単独地域で全セ

グメントの売上高、営業損益及び資産の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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。
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５．会計方針の変更

　　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。

　　当連結会計年度

　　（固定資産の減価償却方法の変更）

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

　　（インパクトローン金利の処理）

　　　「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、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て、当連結会計年度における営業費用は「日本」が162,715千円増加

し、営業利益が同額減少しております。また、資産は「日本」が9,169千円増加しております。

６．追加情報

　　当連結会計年度

　　　「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、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。
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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）

 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

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）

 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） 36,968,790 6,930,452 14,161,436 2,564,608 60,625,287

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 215,839,529

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
17.1 3.2 6.6 1.2 28.1

　（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、カナダ等

(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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（関連当事者情報）

　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）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の

関係会社

双日株式

会社

東京都

港区
122,790,620 総合商社

（被所有）

直接 15.74

兼任

取締役

  １名

商品の

売買

商品売上 827,470

受取手形

及び売掛

金

298,360

商品仕入及

び支払口銭
5,817,371

支払手形

及び買掛

金

1,830,561

業務受

託
業務受託 6,603 － －

(2）役員及び個人主要株主等

　        該当する関連当事者はありません。

(3）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

提出会社

の関連会

社

三高金属

産業㈱

大阪府

東大阪市
45,000

非鉄金属

製品の製

造・販売

（所有）

直接　19.0

兼任

取締役

１名

材料供

給
商品売上 4,336,433

受取手形

及び売掛

金

712,257

(4）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の

関係会社

の子会社

双日英国

会社

英国、　

ロンドン

61,000

千英ポンド

総合商社

海外法人
－ －

商品の

売買

商品売上 1,476,414

受取手形

及び売掛

金

72,210

商品仕入及

び支払口銭
226,902

支払手形

及び買掛

金

－

その他の

関係会社

の子会社

双日欧州

会社

英国、　

ロンドン

150,450

千英ポンド

総合商社

海外法人
－ －

商品の

売買

商品売上 2,009,270

受取手形

及び売掛

金

1,883

商品仕入及

び支払口銭
47,651

支払手形

及び買掛

金

21

その他の

関係会社

の子会社

双日ケミ

カル㈱

東京都

港区
4,985,900

化学品・

鉱産物の

輸出入、

国内販売

－ －
商品の

売買

商品売上 680,423 － －

商品仕入及

び支払口銭 197,200 － －

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

には消費税等を含みますが、海外の会社には含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

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

す。

３．双日ケミカル株式会社は平成18年10月１日付にて、双日株式会社に吸収合併されました。
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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）

（追加情報）

　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を早期適用して

おります。

  この結果、従来の開示対象に加えて、連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引が開示対象に追加

されております。

１．関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

その他の関

係会社

双日株式

会社

東京都

港区
160,339,621 総合商社

（被所有）

直接 15.65
商品の仕入

商品仕入及び

支払口銭
9,409,788

支払手形

及び買掛

金

1,776,655

 

　(イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

　　　　　 該当する関連当事者はありません。　　

 

　(ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

　　　子会社等

　　　　　 該当する関連当事者はありません。　　

 

  (エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等　

　　　　 　該当する関連当事者はありません。

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

が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記会社との商品仕入及び支払口銭については、市場価格を勘案して決定しております。

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　　　　　 該当する関連当事者はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

　　　　　 当連結会計年度において、親会社はありません。

(2）重要な関連会社の要約財務情報

　　　　　 当連結会計年度において、重要な関連会社はありません。
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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      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株当たり当期純利益

金額
　439.37円

１株当たり純資産額 2,640.70円

１株当たり当期純利益金額        585.69円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
　      571.49円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 1,076,937 1,427,584

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,076,937 1,427,584

期中平均株式数（千株） 2,401 2,437

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） 4,870 11,446

（うち連結子会社の潜在株式にかかる当期純

利益調整額）
（4,870） (11,446) 

普通株式増加数（千株） 38 40

（うち新株予約権） （38） (40) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり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）。

 

第５回新株予約権（新株予約権

の数200個）。
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（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）

１．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。

 (4）新株予約権の発行価額

無償で発行する。
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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）

 (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

  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
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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）

 (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。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。
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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）

(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。

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．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ＊１  3,005,066   2,854,262  

２．受取手形
＊５
＊６

 3,043,963   3,015,712  

３．売掛金 ＊５  19,577,176   22,563,539  

４．有価証券   99,948   －  

５．商品   8,064,947   9,202,923  

６．前渡金   38,378   27,205  

７．前払費用   33,560   60,834  

８．繰延税金資産   215,864   251,401  

９．短期貸付金   6,197   5,259  

10．未収入金   1,772,267   1,163,904  

11．未収消費税等   404,878   314,963  

12．その他   58,332   16,311  

貸倒引当金   △290,869   △207,584  

流動資産合計   36,029,713 91.8  39,268,736 92.4

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  53,664   57,412   

減価償却累計額  13,720 39,943  19,337 38,074  

(2）機械及び装置  6,700   6,700   

減価償却累計額  139 6,560  1,779 4,920  

(3）車両運搬具  2,763   5,105   

減価償却累計額  2,142 620  2,598 2,507  

(4）工具、器具及び備品  53,137   68,151   

減価償却累計額  24,634 28,502  42,763 25,387  

(5）土地   96,900   96,900  

(6）建設仮勘定   －   16,198  

有形固定資産合計   172,527 0.4  183,988 0.4
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

２．無形固定資産        

(1）のれん   6,000   3,000  

(2）ソフトウェア   35,501   41,832  

(3）電話加入権   5,881   5,830  

(4）ソフトウェア仮勘定   －   225,553  

無形固定資産合計   47,383 0.1  276,216 0.7

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   1,946,930   1,441,764  

(2）関係会社株式   764,751   816,428  

(3）出資金   10   10  

(4）関係会社出資金   173,445   173,445  

(5）長期貸付金   －   26,115  

(6）関係会社長期貸付金   16,290   8,566  

(7）固定化営業債権 ＊４  730   3,960  

(8）長期前払費用   807   310  

(9）長期差入保証金   116,005   116,112  

(10）繰延税金資産   －   171,490  

貸倒引当金   △730   △3,960  

投資その他の資産合計   3,018,241 7.7  2,754,243 6.5

固定資産合計   3,238,152 8.2  3,214,448 7.6

資産合計   39,267,866 100.0  42,483,184 100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形
＊５
＊６

 7,202,001   6,237,551  

２．買掛金 ＊５  20,477,185   21,246,810  

３．短期借入金   3,320,631   6,170,533  

４．１年以内返済予定長期
借入金

  140,000   160,000  

５．１年以内償還予定社債   320,000   320,000  

６．未払金   38,344   57,009  

７．未払費用   136,474   118,956  

８．未払法人税等   387,265   361,941  

９．前受金   390,989   51,605  

10．預り金   28,957   18,708  

11．賞与引当金   221,913   249,904  

12．その他   157,440   263,266  

流動負債合計   32,821,203 83.6  35,256,288 83.0

Ⅱ　固定負債        

１．社債   1,120,000   800,000  

２．長期借入金   490,000   430,000  

３．繰延税金負債   195,911   －  

４．退職給付引当金   132,151   141,438  

５．役員退職慰労引当金   32,391   48,340  

固定負債合計   1,970,455 5.0  1,419,778 3.3

負債合計   34,791,659 88.6  36,676,067 86.3
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,471,336 3.7  2,089,435 4.9

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  513,741   1,131,658   

資本剰余金合計   513,741 1.3  1,131,658 2.7

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  10,870   10,870   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  400,000   400,000   

繰越利益剰余金  1,656,724   2,373,206   

利益剰余金合計   2,067,594 5.3  2,784,076 6.6

株主資本合計   4,052,672 10.3  6,005,170 14.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  401,339 1.0  △135,761 △0.3

２．繰延ヘッジ損益   20,434 0.1  △71,279 △0.2

評価・換算差額等合計   421,773 1.1  △207,041 △0.5

Ⅲ　新株予約権   1,759 0.0  8,987 0.0

純資産合計   4,476,206 11.4  5,807,116 13.7

負債純資産合計   39,267,866 100.0  42,483,184 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   144,187,013 100.0  173,466,891 100.0

Ⅱ　売上原価 ＊１       

１．商品期首たな卸高  5,106,349   8,064,947   

２．当期商品仕入高  142,970,482   169,862,228   

合計  148,076,831   177,927,176   

３．他勘定振替高 ＊２ 38,037   29,112   

４．商品期末たな卸高  8,064,947 139,973,845 97.1 9,202,923 168,695,140 97.2

売上総利益   4,213,167 2.9  4,771,750 2.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費
＊３
＊４

 2,645,609 1.8  2,927,973 1.7

営業利益   1,567,558 1.1  1,843,776 1.1

Ⅳ　営業外収益 ＊５       

１．受取利息  13,529   14,201   

２．仕入割引  20,546   30,693   

３．受取配当金  30,500   88,002   

４．業務受託料  15,139   12,044   

５．その他  10,501 90,217 0.1 15,273 160,215 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  166,886   70,363   

２．社債利息  11,866   18,260   

３．売上割引  26,322   24,091   

４．為替差損  34,726   63,682   

５．手形売却損  73,246   120,188   

６．債権売却損  －   15,579   

７．債権譲渡損（信託）  －   51,900   

８．手形流動化手数料  17,232   10,371   

９．たな卸資産評価損  38,037   29,112   

10．その他  101,458 469,776 0.4 81,452 485,002 0.3

経常利益   1,187,999 0.8  1,518,989 0.9
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．投資有価証券売却益  1,499   －   

２．貸倒引当金戻入益  － 1,499 0.0 88,511 88,511 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ＊６ －   258   

２．投資有価証券売却損  3,661   665   

３．投資有価証券評価損  4,799   22,399   

４．関係会社株式評価損  － 8,461 0.0 30,019 53,342 0.0

税引前当期純利益   1,181,037 0.8  1,554,158 0.9

法人税、住民税及び事
業税

 566,462   651,671   

法人税等調整額  △72,877 493,584 0.3 28,641 680,312 0.4

当期純利益   687,453 0.5  873,846 0.5
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

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。

アルコニックス㈱(3036)平成 20 年３月期決算短信

－ 56 －



当事業年度（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

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

事業年度中の変動額

新株の発行 618,099 617,917 617,917     1,236,016

剰余金の配当      △157,365 △157,365 △157,365

当期純利益      873,846 873,846 873,846

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）

618,099 617,917 617,917 － － 716,481 716,481 1,952,497

平成20年３月31日　残高
（千円）

2,089,435 1,131,658 1,131,658 10,870 400,000 2,373,206 2,784,076 6,005,170

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

事業年度中の変動額

新株の発行     1,236,016

剰余金の配当     △157,365

当期純利益     873,846

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△537,101 △91,714 △628,815 7,228 △621,587

事業年度中の変動額合計
（千円）

△537,101 △91,714 △628,815 7,228 1,330,910

平成20年３月31日　残高
（千円）

△135,761 △71,279 △207,041 8,987 5,807,116
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（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

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。

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

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

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

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法によっております。

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

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。

商品

小口販売用銅管

同左

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。

その他のたな卸資産

同左

４．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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　　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

 

  ──────

(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　　　　　　　　　　３～35年

機械及び装置　　　　　　　　８年

車両運搬具　　　　　　　３～６年

工具、器具及び備品　　　２～10年

 

（会計方針の変更） 

　当社は、当事業年度より、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、及び税引前当期純

利益に与える影響は軽微であります。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 

 

   ──────

 

 

（追加情報）

　当社は、当事業年度より、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、及び税引前当期純

利益に与える影響は軽微であります。

(2）無形固定資産 (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。

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
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５．繰延資産の処理方法 （1）株式交付費

　発生時に一括費用処理しております。

（2）社債発行費

　発生時に一括費用処理しております。

（1）株式交付費

同左

──────

６．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、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。

同左

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　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。

(2）賞与引当金

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。

(3）退職給付引当金

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）役員退職慰労引当金

同左

８．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
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。な

お、為替予約等についてヘッジ会計の要

件を満たす場合は、振当処理によってお

ります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建取引の為替変動リスクに対して

為替予約取引を用いております。また、

取扱商品（非鉄金属）の将来価格の変動

リスクに対して商品先物取引を用いてお

ります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引の限度額を実需の範

囲とする方針であり、内規（リスク管理

方針）に基づき為替変動リスク及び商品

相場変動リスクを回避する目的でそれぞ

れの取引を行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性の評価方法

　事前においては、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する重要な条件が概ね一致して

いることを確認のうえヘッジ指定を行い、

また事後においては、デリバティブ実行

部署からの報告に基づきヘッジ有効性の

確認を実施しております。また、振当処

理によっている為替予約については、有

効性の評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性の評価方法

同左

10．その他財務諸表作成のた

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
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（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。

 

  ────── （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、当事業年度よりた

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、当事業年度より、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162,715千円増加し、支払利息は162,049千円

減少し、たな卸資産は9,169千円増加し、未払費用は9,835

千円増加するため、営業利益が162,715千円減少し、経常

利益及び税引前当期純利益が665千円減少しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

　前期において、「営業権」として掲記されていたもの

は、当期から「のれん」と表示しております。

  ──────

 

────── （損益計算書）

　「債権売却損」は、前事業年度まで営業外費用の「そ

の他」に含めて表示していましたが、内容をより明瞭に

表示するため、当事業年度より区分掲記しました。

　なお、前事業年度における「債権売却損」の金額は

13,327千円であります。

　「債権譲渡損（信託）」は、前事業年度まで営業外費

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を超えたため区分掲記しました。

　なお、前事業年度における「債権譲渡損（信託）」の

金額は18,027千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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は次

のとおりであります。

＊１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保に供している資産 担保に供している資産

現金及び預金 26,000千円 現金及び預金 2,000千円

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10,902千円の担

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1,532千円の担

保に供しております。

　２　偶発債務

下記の会社の銀行借入金等に対して保証を行ってお

ります。

　２　偶発債務

下記の会社の銀行借入金等に対して保証を行ってお

ります。

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.    128,962千円

ALCONIX(THAILAND)LTD.    110,100千円

ALCONIX HONGKONG CORP.,

LTD.
    89,836千円

ALCONIX(SINGAPORE)PTE,

LTD. 
　 106,245千円

ALCONIX EUROPE GMBH 　   1,279千円

合計    436,423千円

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.    151,011千円

ALCONIX(THAILAND)LTD.    89,040千円

ALCONIX HONGKONG CORP.,

LTD.
   35,462千円

ALCONIX(SINGAPORE)PTE,

LTD. 
　  65,123千円

ALCONIX EUROPE GMBH 　  1,286千円

ALCONIX(MALAYSIA)SDN.

BHD. 
　 948,780千円

合計  1,290,704千円

　３　輸出受取手形割引高  2,744,581千円 　３　輸出受取手形割引高 3,010,547千円

＊４　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権でありま

す。

＊４　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権でありま

す。

＊５　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

＊５　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

流動資産  

受取手形 487,915千円

売掛金 1,617,136千円

流動負債  

支払手形      614千円

買掛金 1,940,142千円

流動資産  

受取手形 366,120千円

売掛金 1,954,523千円

流動負債  

支払手形  13,814千円

買掛金 1,833,368千円

＊６　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 29,201千円

支払手形 1,328,688千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

＊１　売上原価には直接販売諸掛（保管料、荷役料、運賃

等）を含んでおります。

＊１　売上原価には直接販売諸掛（保管料、荷役料、運賃

等）を含んでおります。

＊２　他勘定振替高 ＊２　他勘定振替高

たな卸資産評価損     38,037千円 たな卸資産評価損  29,112千円

＊３　販売費に属する費用のおおよその割合は87.3％で、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は12.7％

であります。主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

＊３　販売費に属する費用のおおよその割合は87.4％で、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は　　

12.6％であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

従業員給与手当   863,211千円

賞与引当金繰入額 221,913千円

福祉費 152,098千円

のれん償却 3,000千円

旅費交通費 229,280千円

借地借家料 155,984千円

事務委託料 270,585千円

退職給付費用 44,521千円

役員退職慰労引当金繰入額 21,925千円

貸倒引当金繰入額 9,264千円

減価償却費 30,113千円

従業員給与手当  1,072,347千円

賞与引当金繰入額 249,904千円

福祉費 139,918千円

のれん償却 3,000千円

旅費交通費 239,805千円

借地借家料 156,150千円

事務委託料 306,364千円

退職給付費用 52,203千円

役員退職慰労引当金繰入額    15,948千円

貸倒引当金繰入額     8,832千円

減価償却費    36,312千円

＊４　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 ＊４　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

   551千円       2,100千円

＊５　営業外収益のうち関係会社との取引 ＊５　営業外収益のうち関係会社との取引

業務受託料     12,622千円 業務受託料   11,440千円

────── ＊６　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品   258千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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

　該当事項はありません。

当事業年度（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

　該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．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。

 (4）新株予約権の発行価額

無償で発行する。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (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

  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
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (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。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。

アルコニックス㈱(3036)平成 20 年３月期決算短信

－ 68 －



前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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。

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。

　　　　　　　　　  ────── １．会社分割について

　当社は、平成19年12月25日開催の取締役会において、平

成20年４月１日を分割期日として当社の三伸林慶事業を会

社分割し、新たに設立するアルコニックス三伸株式会社へ

承継することを決議いたしました。

なお、分割は会社法第805条の規定により、会社法第804条

第1項に定める株主総会の承認を得ることなく行います。

(1) 分割の目的

　当社は、平成16年４月に旧三伸林慶株式会社より空

調用、建築用銅管の在庫販売を中心とした営業を承継

以来、本事業を軌道に乗せつつあります。

　本事業は、当社本体の商社機能を生かした事業方法

とは異なり在庫保有による小ロット・即納機能（卸売

り問屋機能）をメインとした小回りを効かせた販売方

法を特徴としております。この特徴を生かし更なる川

下展開（注）と全国展開を図るとともに、樹脂管等新

たな配管材料事業を拡大するためには、本体と切り離

した独自の体制構築による事業推進が最良と判断いた

しました。

　この分社化により、新設会社の自律的な経営を推進

し、また意思決定の迅速化や責任体制の明確化を促進

することで連結業績への貢献を進めていく方針であり

ます。

（注）当社が不特定多数の取引先に対して在庫し、小

口での販売を行う問屋機能・小売販売
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2) 会社分割の方法及び分割に関わる計画の内容

①会社分割の日程

分割計画承認取締役会 ：平成19年12月25日

分割期日（効力発生日）：平成20年４月１日

②分割方式及び当該方式を採用した理由

当社を分割会社とし、新たに設立いたします「ア

ルコニックス三伸株式会社」を新設会社とする簡

易分割による新設分割方式とします。新設会社の

事業は当社グループにおいて重要な事業であり、

営業取引の意思決定や業務手続きの迅速性を高め

るため分社型新設分割方式を選択いたしました。

なお、新設会社は当社の完全子会社といたします。

③株式の割当

当社に、アルコニックス三伸株式会社株式400株す

べてを割当て交付します。

④新設分割に係る割当の内容

単独新設分割のため、株数の算定根拠は該当あり

ません。

⑤分割交付金

該当事項はありません。

⑥新設会社が承継する権利義務

新設会社が当社から承継する権利義務は、当社の

三伸林慶事業に関する資産、負債、契約上の地位

（従業員等の雇用契約を含みます）とします。

また、承継する債務については、当社が重畳的に

アルコニックス三伸株式会社とともに負担するも

のとします。

⑦新設会社の資産、負債の額、及び従業員数

平成20年3月31日現在の資産、負債の額、及び従業

員数は以下のとおりであります。

資産総額 998,088 千円

負債総額 968,303 千円

従業員数 22 人
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

⑧債務履行の見込み

当社および新設会社はともに直近の貸借対照表を

もとに、本件分割に至るまでの財政状態の変動を

検討したところ、いずれも資産の額が負債の額を

上回ることが見込まれ、また負担すべき債務の履

行に支障をきたすような事象の発生および可能性

は現在のところ認識されておりません。よって、

当該分割により、当社及び新設会社が負担すべき

債務については履行の見込みがあると判断いたし

ました。

⑨会社分割をし、新たに設立される会社の内容

イ．商　号 
アルコニックス三伸

株式会社 

 ロ．代表者 手代木　洋

 ハ．所在地
東京都港区赤坂一丁目９番

13号

ニ．設立年月日 平成20年４月１日

ホ．主な事業内容

・銅、アルミニウム等の非鉄

金属製品、加工品の販売及

び合成樹脂等の製品、加工

品の販売

・前号に附帯する一切の業務

ヘ．決算期 ３月末日

ト．資本金 20百万円

チ．発行株式数 400株

リ．大株主及び持株

比率

アルコニックス株式会社　

100％

⑩実施する会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会平

成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会平成19年11月15日企業会計基準適用指

針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会

計処理を行います。
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