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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 104,182 ― 1,677 ― 1,393 ― 693 ―
20年3月期第2四半期 105,520 24.8 1,678 18.3 1,381 23.7 769 26.1

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2四半期 260.21 256.59
20年3月期第2四半期 317.80 309.57

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2四半期 53,944 7,559 13.6 2,763.54
20年3月期 54,290 7,152 13.0 2,640.70

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,362百万円 20年3月期  7,034百万円

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 ― 0.00 ― 85.00 85.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 85.00 85.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 225,800 4.6 3,360 9.4 2,670 8.9 1,500 5.1 563.04

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５ページ「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」をご参照ください。  

(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５ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご参照ください。  

(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、その他特記事項 
 
１．平成20年５月15日に公表いたしました通期連結業績予想を本資料において修正しておりません。 
 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等に関する具体的な内容は、４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」をご覧ください。 
 
３．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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2四半期  2,664,100株 20年3月期  2,663,700株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  0株 20年3月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  2,664,019株 20年3月期第2四半期  2,421,000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２四半期連結累計期間の経済環境は、欧米を中心とした金融市場の混乱が世界経済に波及し、実体経済の

減速が顕著になりました。 

 わが国経済におきましても、世界経済の減速が自動車、機械等の輸出産業に大きな影響を与え、加えて原油を

はじめとする原材料価格の高騰が企業収益を圧迫、設備投資の減少を惹き起こすと同時に、所得環境の悪化と生

活必需品の値上がりにより個人消費が低迷するなど、景気の後退懸念が一段と強まりました。 

 当社グループを取巻く非鉄金属業界におきましても、中国をはじめとするアジア及び新興国の非鉄金属に対す

る底堅い需要はあるものの、自動車、家電、IT・半導体関連業界の販売不振、在庫調整等から先行き不透明感が

強まってまいりました。 

 このような経済環境の中、当社グループは電子・機能材分野における二次電池材料、化合物半導体等の電子材

料の取扱い及び非鉄原料事業におけるアルミ二次合金塊、マグネシウム地金、金属珪素等の取扱いが順調に拡大

しましたが、一方でレアメタルの分野において取引先における在庫調整が進み、ニッケル地金、レアアース等の

取扱いが落ち込んだことにより、全体としては微減収となりました。一方、利益面では電子材料、非鉄原料にお

ける取扱量の増加により営業利益、経常利益は前年同期並み水準を確保しました。四半期純利益においては連結

子会社におけるストックオプション行使に伴う持分変動損失の計上等から前年同期に比べて減少しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における連結経営成績は、売上高104,182百万円（前年同期比1.3％

減）、営業利益1,677百万円（同0.0％減）、経常利益1,393百万円（同0.9％増）、四半期純利益693百万円（同

9.9％減）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 

世界的な金融不安による景気の減速感及び第１四半期連結累計期間までの原油・原料価格の高止まりに加え、

改正建築基準法施行による建設業界の冷え込み等が複合的に絡み合い、主要取引先である輸送機、空調機器等家

電、建設の需要が減速傾向を示しました。当セグメントにおいては国内の銅管、アルミ板等の取扱いが減少しま

したが、昨年４月より営業を開始したALCONIX (MALAYSIA)SDN.BHD.が増収に寄与し、また空調機器用アルミ、銅

製品の輸出が伸長したことにより前年同期に比べ増収となりました。一方利益面においては輸送機及び国内の銅

管販売における利益が減少しました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は34,216百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益220百万円（同

33.7％減）となりました。 

・電子・機能材事業 

半導体材料、二次電池材料及び液晶材料等の取扱いは、ＩＴ関連及び電池産業の需要に支えられたことにより

堅調に推移し、また電力設備、化学プラント向けチタン製品も堅調に推移しました。 

一方、レアメタルにおきましては、ハイブリッド車、パソコン、半導体等の底堅い需要を背景に、タングステ

ン、モリブデンの取扱いが伸長しましたが、当社グループの主要取引先における在庫調整等の影響からニッケル

地金、レアアース等の取扱いが減少すると同時に、市況下落の影響もあり当セグメント全体としては減収となり

ました。また利益面では電子材料及びタングステン、モリブデン等の取扱数量増加が寄与しました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は41,893百万円（前年同期比8.0％減）、営業利益1,087百万円（同

1.3％増）となりました。 

・非鉄原料事業 

当第２四半期連結累計期間末には世界的な金融不安による実需の後退懸念が台頭しましたが、アルミ合金塊の

取扱いがダイカスト自動車部品の底堅い生産に支えられたことにより、前年度に比べ大きく伸長しました。また

マグネシウム地金や化学品用途における金属珪素の取扱いも好調に推移しました。一方、アルミ屑・銅屑は、建

設市場での発生量が減少したため、取扱いも減少しました。また市況は円高の影響によりアルミは前年同期日比

ほぼ横ばいでしたが、銅は約10％下落したため、売上高は微増に留まりましたが利益面においては大幅な増益と

なりました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は22,979百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益328百万円（同

76.7％増）となりました。 

・建設・産業資材事業 

 黄銅棒の輸出取引が増加したために微増収となりましたが、高収益である中東向け工業弁のスポット取引の減

少及び新規の商品の販売開始に伴うパテント使用料等の先行経費負担により減益となりました。 



 この結果、当セグメントにおける売上高は6,906百万円（前年同期比1.0％減）、営業利益34百万円（同63.1％

減）となりました。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。  

・日本 

国内においては輸送機、家電及びＩＴ関連業界向けの半導体材料や二次電池材料等の取扱いが堅調に推移し、

また主に自動車部品向けアルミ合金塊や、マグネシウム地金及び化学品用途である金属珪素等の取扱いが拡大し

ましたが、当社グループの主要取引先における在庫調整等の影響や市況下落等により一部のレアメタル等におい

て取扱いが減少しました。 

 この結果、当セグメントにおける売上高は98,330百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益1,578百万円（同

0.8％増）となりました。 

・その他 

 中国をはじめとするアジア諸国及び新興国において、同地域における経済成長に伴い自動車、家電、ＩＴ等に

おける非鉄需要の伸びに支えられたことにより、銅条、銅管及びアルミ板等の非鉄金属製品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13,162百万円（前年同期比7.9％増）、営業利益108百万円（同4.0％

減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(１）財政状態 

① 流動資産 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は50,838百万円であり、前連結会計年度末比970百万円の

減少となりました。主な内訳は取引の減少と回収サイト短縮に伴う受取手形及び売掛金の減少4,483百万

円、及び販売先による在庫調整等に伴うたな卸資産の増加1,766百万円であります。 

② 固定資産 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高3,105百万円は前連結会計年度末比623百万円の増加

となりました。主な内訳は基幹システムの導入等による無形固定資産の増加441百万円、投資有価証券の取

得等による増加32百万円、及び繰延税金資産の増加121百万円であります。 

③ 流動負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は44,755百万円であり、前連結会計年度末比71百万円の増

加となりました。主な内訳は輸入取引に係る支払期間の短縮による支払手形及び買掛金の減少1,783百万

円、短期借入金の増加957百万円、１年以内返済予定長期借入金の増加366百万円、及び１年以内償還予定社

債の増加300百万円であります。 

④ 固定負債 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は1,628百万円であり、前連結会計年度末比826百万円の

減少となりました。主な内訳は長期借入金及び社債のうち、１年以内期日到来分の流動負債への振替による

減少であります。 

⑤ 純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は7,559百万円であり、前連結会計年度末比407百万円の増加

となりました。主な内訳は利益剰余金の増加466百万円及びその他有価証券評価差額金の減少181百万円であ

ります。 

(２）経営成績 

① 売上高 

アルミ二次合金塊、金属珪素等の非鉄原料及び二次電池材料、半導体材料等の電子材料の取扱いが順調

に拡大する一方、レアメタルの分野において一部取引先による在庫調整が進んだこと及び市況の下落等が連

結売上高の減少要因となりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比1.3％減の104,182百万円となりました。 



② 売上総利益 

主にニッケル地金等、利益率の低い取扱品が減少したこと及びアルミ二次合金塊、マグネシウム等非鉄

原料の取扱いに支えられたことにより、売上原価が前年同期比1.4％減少し、その結果、当第２四半期連結

累計期間の売上総利益は前年同期比1.9％増の3,715百万円となりました。 

③ 販売費及び一般管理費 

 人件費のアップと業容拡大に伴う諸経費の増加により、当第２四半期連結累計期間の販売費及び一般管理

費は前年同期比3.5％増の2,037百万円となりました。 

④ 営業利益  

 上記の結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益は前年同期比0.0％減でありますが、前年同期と同水

準の1,677百万円となりました。 

⑤ 営業外収益、営業外費用 

 受取利息及び受取配当金等の増加により営業外収益は前年同期比58.9％増の95百万円となりましたが、在

外子会社における外貨建たな卸資産の評価替えに伴う為替差損等が増加したことにより営業外費用が前年同

期比6.4％増の379百万円となり、当第２四半期連結累計期間の営業外収支（営業外収益－営業外費用）は

284百万円の費用超となりました（前年同期は296百万円の費用超）。 

⑥ 経常利益 

 上記の結果、当第２四半期連結累計期間の経常利益は前年同期比0.9％増の1,393百万円となりました。 

⑦ 特別利益、特別損失 

 特別損失において、子会社清算損5百万円及び連結子会社におけるストック・オプション行使に伴う持分

変動損失36百万円を計上しました。 

⑧ 四半期純利益 

 税金等調整前四半期純利益1,376百万円から法人税等656百万円、さらに連結子会社であるアドバンスト 

マテリアル ジャパン株式会社及びALCONIX(THAILAND)LTD.の少数株主利益27百万円を差引いた結果、当第

２四半期連結累計期間の四半期純利益は前年同期比9.9％減の693百万円となりました。 

(３）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ841百万円増加し、5,350

百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況と主な変動要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,094百万円の増加となりました。主な増加要因は税金等調整前四半

期純利益1,376百万円及び売上債権の減少額4,295百万円であり、一方、主な減少要因はたな卸資産の増加額

1,749百万円と、仕入債務の減少額1,594百万円であります。 

(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、806百万円の減少となりました。これは主に基幹システムの導入等に

伴う無形固定資産の取得による支出326百万円及び投資有価証券の取得による支出339百万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、646百万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1,050百万円及び長期借入による収入200百万円及び少数株主への株式の発行による収入17百万円でありま

す。一方、主な減少要因は長期借入金の返済による支出212百万円及び配当金の支払額223百万円であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 欧米に端を発しました世界経済の減速が進行しており、非鉄需要に関しましても不透明感が強まっています。今

後当社グループの業績につきましても、経済減速の影響を受ける可能性がありますが、現時点では平成20年５月15

日発表の通期業績予想数値から変更しておりません。 

 今後の経済情勢及び業績の推移により、通期業績予想について見直しが必要となった場合には速やかに開示いた

します。 



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 

① 簡便な会計処理 

a. 連結財務諸表における重要性が乏しい会社において、四半期財務諸表における税金費用の計算にあた

り、税引前四半期純利益に、前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じ

て算定する方法としております。 

b. 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年

度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しており

ます。 

c. 四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関し、実地たな卸を省略し前連結会計年度に係る実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

d. 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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 当第１四半期連結会計期間より、「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」（企業会計基準適用指針第10号 終改正

平成19年11月15日）を適用しております。  

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産のうち、従来、小口販売用銅管については、先入先出法による原価法

に、その他のたな卸資産については、個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より、「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）が適用されたこ

とに伴い、小口販売用銅管については、先入先出法による原価法、その他のたな卸資産については、個別法

による原価法（いずれも貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定し

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四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

③ 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 当第１四半期連結会計期間より、「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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 5,350,242 4,510,717

受取手形及び売掛金 27,438,611 31,922,045

商品 15,375,172 13,608,837

その他 2,889,746 2,003,099

貸倒引当金 △214,980 △235,515

流動資産合計 50,838,792 51,809,184

固定資産   

有形固定資産 263,104 228,434

無形固定資産   

のれん 89,210 64,773

その他 694,272 277,679

無形固定資産合計 783,482 342,453

投資その他の資産 2,058,737 1,910,851

固定資産合計 3,105,324 2,481,738

資産合計 53,944,116 54,290,923

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,827,459 30,610,527

短期借入金 12,487,282 11,530,098

1年内返済予定の長期借入金 725,600 359,200

1年内償還予定の社債 660,000 360,000

未払法人税等 670,875 511,529

賞与引当金 267,129 341,944

その他 1,116,997 970,344

流動負債合計 44,755,343 44,683,644

固定負債   

社債 720,000 1,200,000

長期借入金 677,100 1,056,300

退職給付引当金 173,074 149,468

役員退職慰労引当金 57,817 48,340

その他 923 991

固定負債合計 1,628,916 2,455,100

負債合計 46,384,260 47,138,744



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,090,073 2,089,435

資本剰余金 1,132,296 1,131,658

利益剰余金 4,497,566 4,030,785

株主資本合計 7,719,936 7,251,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △317,200 △135,761

繰延ヘッジ損益 △64,267 △117,716

為替換算調整勘定 23,866 35,630

評価・換算差額等合計 △357,601 △217,848

新株予約権 18,622 25,709

少数株主持分 178,899 92,437

純資産合計 7,559,856 7,152,178

負債純資産合計 53,944,116 54,290,923



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 104,182,775

売上原価 100,467,406

売上総利益 3,715,369

販売費及び一般管理費 2,037,704

営業利益 1,677,664

営業外収益  

受取利息 14,599

仕入割引 14,558

受取配当金 39,529

業務受託料 9,437

その他 17,265

営業外収益合計 95,390

営業外費用  

支払利息 100,509

社債利息 10,537

売上割引 9,185

為替差損 108,028

手形売却損 65,330

その他 85,967

営業外費用合計 379,557

経常利益 1,393,497

特別利益  

固定資産売却益 847

投資有価証券売却益 579

貸倒引当金戻入額 25,404

特別利益合計 26,831

特別損失  

固定資産売却損 546

固定資産除却損 592

持分変動損失 36,363

子会社清算損 5,900

特別損失合計 43,402

税金等調整前四半期純利益 1,376,926

法人税等 656,585

少数株主利益 27,145

四半期純利益 693,195



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 1,376,926

減価償却費 30,328

のれん償却額 22,419

株式報酬費用 9,634

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,005

賞与引当金の増減額（△は減少） △74,840

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,605

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,477

受取利息及び受取配当金 △54,129

支払利息 100,509

社債利息 10,537

為替差損益（△は益） △1,347

固定資産売却損益（△は益） △301

固定資産除却損 592

投資有価証券売却損益（△は益） △579

持分変動損益（△は益） 36,363

売上債権の増減額（△は増加） 4,295,871

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,749,353

仕入債務の増減額（△は減少） △1,594,682

未収消費税等の増減額（△は増加） △636,071

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△1,944

前渡金の増減額（△は増加） △23,450

前払費用の増減額（△は増加） △76,247

未収入金の増減額（△は増加） △199,360

短期差入保証金の増減額（△は増加） △855

長期差入保証金の増減額（△は増加） △412

未払金の増減額（△は減少） 7,677

未払費用の増減額（△は減少） △62,305

前受金の増減額（△は減少） 198,730

預り金の増減額（△は減少） 15,233

その他 13,410

小計 1,651,430

利息及び配当金の受取額 53,675

利息の支払額 △114,523

法人税等の支払額 △496,512

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,094,069



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 2,000

有形固定資産の取得による支出 △57,193

有形固定資産の売却による収入 2,645

無形固定資産の取得による支出 △326,749

投資有価証券の取得による支出 △339,141

投資有価証券の売却による収入 1,129

営業譲受による支出 △85,861

その他 △3,644

投資活動によるキャッシュ・フロー △806,815

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（△は減少） 1,050,915

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △212,800

社債の償還による支出 △180,000

株式の発行による収入 1,276

少数株主への株式の発行による収入 17,182

配当金の支払額 △223,914

少数株主への配当金の支払額 △6,280

財務活動によるキャッシュ・フロー 646,378

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 841,525

現金及び現金同等物の期首残高 4,508,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,350,242



 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  

  

  
軽金属・銅製

品事業 
（千円） 

電子・機能材
事業 

（千円） 

非鉄原料 
事業 

（千円） 

建設・産業資
材事業 
（千円） 

計 
（千円） 

  
消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1)外部顧客に対

する売上高 
 34,018,363 40,944,405 22,522,000 6,698,006  104,182,775 － 104,182,775

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 198,502 949,201 457,976 208,549  1,814,230  (1,814,230) －

計  34,216,865 41,893,607 22,979,976 6,906,556  105,997,005  (1,814,230) 104,182,775

営業利益  220,908 1,087,543 328,611 34,945  1,672,009  5,654 1,677,664

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

  
日本 

（千円） 
その他の地域 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高          

(1)外部顧客に対する売上高 92,003,726 12,179,049 104,182,775 － 104,182,775

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
6,327,165 983,554 7,310,720  (7,310,720) －

計 98,330,892 13,162,604 111,493,496  (7,310,720) 104,182,775

営業利益 1,578,428 108,455 1,686,883  (9,219) 1,677,664

ｃ．海外売上高 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

  アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 21,162,807 3,417,618 6,635,318  841,648 32,057,393

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 104,182,775

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
20.3 3.3 6.4  0.8 30.8

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書  

  

  

前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

  

区分 金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   105,520,318 100.0

Ⅱ 売上原価   101,872,906 96.5

売上総利益   3,647,412 3.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,969,096 1.9

営業利益   1,678,315 1.6

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 11,601    

２．仕入割引 15,583    

３．受取配当金 13,852    

４．業務受託料 4,463    

５．その他 14,535 60,036 0.0

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息 123,441    

２. 社債利息  13,031    

３．為替差損 16,338    

４．手形売却損 60,357    

５．たな卸資産評価損 64,548    

６．その他 78,948 356,665 0.3

経常利益   1,381,686 1.3

Ⅵ 特別利益       － －

Ⅶ 特別損失      

１．投資有価証券評価損 22,399 22,399 0.0

税金等調整前中間純利益   1,359,286 1.3

法人税、住民税及び事業税 570,447    

法人税等調整額 2,663 573,111 0.6

少数株主利益   16,774 0.0

中間純利益   769,401 0.7

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 1,359,286

減価償却費 27,141

のれん償却額 46,546

株式報酬費用 13,896

貸倒引当金の増減額(増加：△) 29,316

賞与引当金の増減額(増加：△) △40,814

退職給付引当金の増減額(増加：△) 10,331

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 11,141

受取利息及び受取配当金 △25,454

支払利息 123,441

社債利息  13,031

為替差損益(増加：△) △21,724

投資有価証券評価損 22,399

売上債権の増減額(増加：△) △3,301,079

たな卸資産の増減額(増加：△) △2,988,585

仕入債務の増減額(増加：△) 1,905,805

未収消費税等の増減額(増加：△) 93,584

未払事業税・外形標準課税額の増減額

(減少：△) 
△1,199

前渡金の増減額(増加：△) 12,462

前払費用の増減額(増加：△) △68,922

未収入金の増減額(増加：△) 617,002

短期差入保証金の増減額(増加：△) △671

長期差入保証金の増減額(増加：△) △1,459

未払金の増減額(減少：△) △91,096

未払費用の増減額(減少：△) 50,518

前受金の増減額(減少：△) △328,702

預り金の増減額(減少：△) △77,501

その他 △8,032

小計 △2,619,337



  

  

  前中間連結会計期間 

  (自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日) 

 区分  金額（千円） 

利息及び配当金の受取額 25,130

利息の支払額 △145,018

法人税等の支払額 △661,407

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,400,633

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 11,000

有形固定資産の取得による支出 △35,203

無形固定資産の取得による支出 △73,061

投資有価証券の取得による支出 △299,930

出資金の拠出による支出  △53,503

投資活動によるキャッシュ・フロー △450,698

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 3,934,033

長期借入による収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △152,600

社債の償還による支出  △180,000

配当金の支払額 △156,825

少数株主への配当金の支払額 △5,794

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,638,813

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 44,096

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △168,422

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,775,295

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,606,872

   



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  
軽金属・銅製

品事業 
（千円） 

電子・機能材
事業 

（千円） 

非鉄原料 
事業 

（千円） 

建設・産業資
材事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1)外部顧客に対

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

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

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

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

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

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

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  
日本 

（千円） 
その他の地域 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

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

(2)セグメント間の内部売上高

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

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

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

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

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 17,877,689 3,781,527 6,978,904  1,204,172 29,842,294

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 105,520,318

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
17.0 3.6 6.6  1.1 28.3
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