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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 9,482 ― 660 ― 585 ― 303 ―
20年3月期第1四半期 9,483 8.6 743 △9.8 762 △10.4 434 △11.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 23.65 ―
20年3月期第1四半期 33.87 ―

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

21年3月期第1四半期 25,507 11,489 45.0 894.86
20年3月期 25,890 11,773 45.5 917.00

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,489百万円 20年3月期  11,773百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 48.00 48.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 50.00 50.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 ― 1,370 ― 1,400 ― 780 ― 60.75
通期 39,200 2.8 2,730 7.0 2,790 6.8 1,550 5.2 120.72

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．平成20年５月９日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実
際の業績は、今後様々な要因によって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【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関す
る定性的情報をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  12,840,000株 20年3月期  12,840,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  592株 20年3月期  592株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  12,839,408株 20年3月期第1四半期  12,839,408株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期の我が国経済は、原油および原材料の価格高騰等の影響を受け、企業の設備投資が弱含みとなりまし

た。特に原油の高騰によるコスト増は企業経営を圧迫し、景気に減速感を与えております。

　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、

航空機関連業界も、業種・企業ごとに差はあるものの景況は概ね同様の推移が見られます。

　アルミ地金は期初トン当り346千円から６月には361千円に、銅地金は期初トン当り900千円から970千円に、

ステンレス鋼板は期初トン当り516千円から520千円と前年度末に一旦下落したものの、再び上昇傾向にあります。

　このような環境の中で当社グループは、地域密着型営業施策を徹底することで、各地域での顧客との情報交換、提

案による信頼関係の構築を図るとともに、多様なニーズに対応するための取扱商品の充実と加工能力の拡大で、拡販

に努めております。

　平成20年５月に開設した九州工場は、順調に稼動を始めました。九州地区のお客様へのより良い対応を目指し、加

工能力の安定化と配達機能の充実に注力しております。

　連結子会社の上海白銅精密材料有限公司は、上海を中心とした地場企業や日系企業の需要への対応と拡販に努め、

黒字化実現を目指しております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は94億8千2百万円（対前年同期比0.0％減）となり、営業利益は

6億6千万円（同11.2％減）、経常利益は5億8千5百万円（同23.3％減）、四半期純利益は3億3百万円（同30.2％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、九州工場の設備増強による償却費等売上原価の増加のため減益となりま

した。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、255億7百万円（前連結会計年度末比1.5％減）となりました。

　流動資産は、183億8千7百万円（同2.4％減）となりました。

主な要因は、配当金の支払や借入金返済等により現金及び預金が7億3千6百万円減少したことであります。

　固定資産は、71億2千万円（同0.9％増）となりました。

主な要因は、設備投資で有形固定資産が増加したことであります。

　負債合計は、140億1千8百万円（同0.7％減）となりました。

主な要因は、短期借入金が4億1千5百万円減少したことであります。

　純資産は、114億8千9百万円（同2.4％減）となりました。

主な要因は、配当金の支払等により利益剰余金が3億1千2百万円減少したことであります。

　また、１株当たり純資産は、894円86銭と前連結会計年度末比で22円13銭減少いたしました。

　以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.5%から45.0%となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、営業活動による

資金の獲得5億4千1百万円、投資活動による資金の支出3億4千2百万円、財務活動による資金の支出9億2千8百万

円等により前連結会計年度末に比べ7億3千6百万円減少し、26億3百万円となりました。　

　　当第１四半期連結会計期間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。

（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5億4千1百万円（対前年同期比35.5％増）となりました。

主な内容は、棚卸資産が増加したものの売上債権の回収や仕入債務が増加したことであります。

（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3億4千2百万円（同66.9％増）となりました。

主な内容は、九州工場の設備投資等による支出3億1千7百万円であります。



（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9億2千8百万円（同70.5％増）となりました。

主な内容は、余裕資金から借入金を返済したことによる支出5億2千5百万円と配当金の支払による支出

5億1千7百万円であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当連結会計年度の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く市場環境や景気の先行きの見極めは難しく、厳

しい環境下ではありますが、平成20年５月９日に公表しました計画目標の達成を目指し、利益改善に努めてまいりま

す。

 

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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（３）四半期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

　会計処理基準に関する事項の変更　

　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18

年５月17日　実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。

　この変更による影響は軽微であります。

　③リース取引に関する会計基準の適用

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月

18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用

し、所有権移転外ファイナンス・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から

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上することとしております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,603,579 3,339,814

受取手形及び売掛金 11,404,491 11,678,271

商品 4,022,454 3,457,096

貯蔵品 28,748 21,665

繰延税金資産 193,774 195,095

その他 160,465 171,835

貸倒引当金 △26,382 △30,045

流動資産合計 18,387,131 18,833,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,909,455 5,602,845

減価償却累計額 △3,758,542 △3,714,281

建物及び構築物（純額） 2,150,913 1,888,564

機械装置及び運搬具 2,222,964 2,048,750

減価償却累計額 △716,598 △645,612

機械装置及び運搬具（純額） 1,506,366 1,403,137

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 51,918 296,922

その他 515,076 497,767

減価償却累計額 △363,060 △346,577

その他（純額） 152,015 151,189

有形固定資産合計 5,717,637 5,596,239

無形固定資産   

ソフトウエア 487,281 574,232

その他 49,868 53,480

無形固定資産合計 537,149 627,713

投資その他の資産   

投資有価証券 650,093 601,544

繰延税金資産 18,975 38,101

その他 196,724 193,599

投資その他の資産合計 865,793 833,246

固定資産合計 7,120,580 7,057,198

資産合計 25,507,711 25,890,932



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,769,652 11,275,443

短期借入金 640,146 1,055,526

未払法人税等 285,507 616,237

賞与引当金 137,360 310,729

役員賞与引当金 10,331 46,000

未払費用 756,002 460,199

その他 329,207 174,393

流動負債合計 13,928,208 13,938,530

固定負債   

長期借入金 2,455 2,516

退職給付引当金 6,174 13,766

役員退職慰労引当金 53,405 134,470

その他 27,950 27,950

固定負債合計 89,985 178,702

負債合計 14,018,193 14,117,233

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 621,397 621,397

利益剰余金 9,683,372 9,995,950

自己株式 △713 △713

株主資本合計 11,304,057 11,616,634

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 184,717 155,666

為替換算調整勘定 743 1,398

評価・換算差額等合計 185,460 157,064

純資産合計 11,489,518 11,773,699

負債純資産合計 25,507,711 25,890,932



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 9,482,778

売上原価 7,668,501

売上総利益 1,814,277

販売費及び一般管理費 ※  1,154,002

営業利益 660,274

営業外収益  

受取利息 243

受取配当金 6,375

不動産賃貸料 18,285

その他 1,058

営業外収益合計 25,963

営業外費用  

支払利息 3,614

不動産賃貸費用 4,067

支払手数料 997

為替差損 84,966

その他 7,582

営業外費用合計 101,228

経常利益 585,009

税金等調整前四半期純利益 585,009

法人税等 281,296

四半期純利益 303,713



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 585,009

減価償却費 242,752

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,662

賞与引当金の増減額（△は減少） △171,817

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,669

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,591

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △81,064

受取利息及び受取配当金 △6,619

支払利息 3,614

売上債権の増減額（△は増加） 255,539

たな卸資産の増減額（△は増加） △606,306

仕入債務の増減額（△は減少） 526,055

その他 441,423

小計 1,141,665

利息及び配当金の受取額 6,619

利息の支払額 △3,866

法人税等の支払額 △603,416

営業活動によるキャッシュ・フロー 541,001

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △317,439

無形固定資産の取得による支出 △20,599

投資有価証券の取得による支出 △370

その他の支出 △6,208

その他の収入 1,781

投資活動によるキャッシュ・フロー △342,836

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 114,345

短期借入金の返済による支出 △25,132

長期借入金の返済による支出 △500,060

配当金の支払額 △517,835

財務活動によるキャッシュ・フロー △928,684

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △736,235

現金及び現金同等物の期首残高 3,339,814

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,603,579



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30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

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、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

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当社グループの海外売上高は、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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 9,483

Ⅱ　売上原価 7,602

売上総利益 1,880

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,137

営業利益 743

Ⅳ　営業外収益 30

（受取利息） (0)

（受取配当金） (6)

（不動産賃貸収入） (18)

（為替差益） (5)

（その他） (0)

Ⅴ　営業外費用 11

（支払利息） (2)

（不動産賃貸費用） (3)

（支払手数料） (1)

（その他） (3)

経常利益 762

税金等調整前四半期
純利益 762

税金費用 327

四半期純利益 434



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 762

減価償却費 226

貸倒引当金の増加額 2

賞与引当金の増加額 157

役員賞与引当金の減少額 △38

退職給付引当金の減少額 △10

役員退職慰労引当金の増加額 4

受取利息及び受取配当金 △6

支払利息 2

売上債権の減少額 64

たな卸資産の増加額 △384

仕入債務の増加額 28

その他 114

小計 923

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △527

営業活動によるキャッシュ・フロー 399



前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △168

無形固定資産の取得による支出 △37

投資有価証券の取得による支出 △0

その他投資に係る支出 △1

その他投資に係る収入 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △205

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 40

長期借入金の返済による支出 △0

配当金の支払額 △584

財務活動によるキャッシュ・フロー △544

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △350

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,790

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 3,439



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30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

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

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