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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 18,689 ― 1,129 ― 1,127 ― 634 ―

20年3月期第2四半期 18,487 3.4 1,245 △16.5 1,323 △12.9 754 △12.0

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 49.40 ―

20年3月期第2四半期 58.78 ―

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 25,217 11,769 46.7 916.64
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2四半期  11,769百万円 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  有  
 

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） ――― ――― ― 22.00 22.00

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  有  
 

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 32,620 △16.8 1,270 △53.5 1,320 △52.7 700 △54.8 54.52

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を行っています。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2四半期  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2四半期  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2四半期  12,839,408株 20年3月期第2四半期  12,839,408株



定性的情報・財務諸表等 

 記載は平成20年４月１日から９月30日の６ヶ月間に関するものであり、前年同期との比較については、前中間連

結会計期間との増減率を参考として記載しております。 

  

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我が国経済は、原油と資材価格の高騰ならびに輸出減少の影響を受け、大手製造

企業は業況が悪化し、景気が後退局面に入りつつあります。 

 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、航空機関連業界においても、製造設備の投資計画が縮小傾向にあります。 

 アルミ地金は４月トン当たり34万6千円から９月末は31万5千円に、銅地金は４月トン当たり90万円から９月末

には78万円に、ステンレス鋼板は４月トン当たり51万6千円から９月末は46万2千円と当第２四半期連結累計期間

で大幅に下落しました。 

 このような環境の中で当社グループは、着実に地域密着型営業施策を展開していくことで、お客様との情報交

換の場を増やし、お客様との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、拡販に努めてまいりました。 

 郡山工場、厚木工場、滋賀工場、九州工場の４工場では、お客様へのより良い対応を目指し、加工能力の安定

と配達機能の充実に注力してまいりました。  

 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まいりました。 

 売上高は維持することができましたが、九州工場等の設備投資による売上原価の増加および原油価格の高騰に

よる運賃等販売費および一般管理費の増加により、営業利益は減少いたしました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は186億8千9百万円（対前年同期比1.1％増）となり、営業利

益は11億2千9百万円（同9.3％減）、経常利益は11億2千7百万円（同14.8％減）、四半期純利益は6億3千4百万円

（同16.0％減）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、252億1千7百万円（前連結会計年度末比2.6％減）となりまし

た。 

 流動資産は、179億4千9百万円（同4.7％減）となりました。 

変化の主な要因は、配当金の支払や借入金返済、九州工場等の設備投資により、現金及び預金が8億9千4百万円

減少したことであります。 

 固定資産は、72億6千8百万円（同3.0％増）となりました。 

変化の主な要因は、九州工場等の設備投資で有形固定資産が3億9千5百万円増加したことであります。 

 負債合計は、134億4千8百万円（同4.7％減）となりました。 

変化の主な要因は、短期借入金が3億1千2百万円減少したことであります。 

 純資産は、117億6千9百万円（同0.0％減）となりました。 

 また、１株当たり純資産は、916円64銭と前連結会計年度末比で36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46.7％となりました。 

  

（2）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（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年

度末に比べ8億9千4百万円減少し、24億4千5百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内容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8億1千7百万円（対前年同期比6.0％減）となりました。 

主な内容は、減価償却費が増加したことや、売上債権を回収したものの棚卸資産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7億7千4百万円（同134.8％増）となりました。 

主な内容は、九州工場の設備投資等を中心とした有形固定資産の取得による支出7億3千4百万円であります。 

  



（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9億3千7百万円（同72.6％増）となりました。 

主な内容は、当社（白銅株式会社）の借入金全額の返済を行ったことによる支出等5億2千8百万円と配当金の

支払による支出6億1千4百万円であります。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期業績については、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、自動車

関連業界の想定を超える急激な設備投資抑制の影響により、需要が大幅に減少し厳しい状況が続く見込みです。

当社は、このような環境変化に対し、商品の販売価格を見直し、組織の再編、経費の削減はもちろんのこと、販

売の強化に努めてまいります。しかしながら、商品相場の急激な下落や、今後の景況悪化による需要減退の影響

等を勘案した結果、期初予想を修正いたします。 

                             （金額の単位：百万円） 

 (注)上記業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものであります。し

たがって実際の業績は経済環境、事業環境などの変化により、記載の予想数値とは異なる可能性がありますの

で、その旨ご承知おき下さい。 

   

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。 

 この変更による影響はありません。 

  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 

前 回 発 表 予 想 ( Ａ ) 39,200 2,730 2,790 1,550 120円72銭

今 回 修 正 予 想 ( Ｂ ) 32,620 1,270 1,320 700 54円52銭

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) △6,580 △1,460 △1,470 △850 △66円20銭

増 減 率 ( ％ ) △16.8 △53.5 △52.7 △54.8 △54.8

( ご 参 考 ) 前 期 実 績
38,118 2,551 2,611 1,473 114円76銭

( 平 成 2 0 年 ３ 月 期 )



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 2,445,222 3,339,814

受取手形及び売掛金 11,087,405 11,678,271

商品 4,052,256 3,457,096

貯蔵品 33,780 21,665

繰延税金資産 194,890 195,095

その他 162,829 171,835

貸倒引当金 △26,399 △30,045

流動資産合計 17,949,985 18,833,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,066,897 5,602,845

減価償却累計額 △3,812,159 △3,714,281

建物及び構築物（純額） 2,254,737 1,888,564

機械装置及び運搬具 2,318,357 2,048,750

減価償却累計額 △805,058 △645,612

機械装置及び運搬具（純額） 1,513,299 1,403,137

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 223,562 296,922

その他 507,461 497,767

減価償却累計額 △363,948 △346,577

その他（純額） 143,513 151,189

有形固定資産合計 5,991,536 5,596,239

無形固定資産   

ソフトウエア 405,056 574,232

その他 52,825 53,480

無形固定資産合計 457,881 627,713

投資その他の資産   

投資有価証券 560,937 601,544

繰延税金資産 54,589 38,101

その他 203,058 193,599

投資その他の資産合計 818,585 833,246

固定資産合計 7,268,004 7,057,198

資産合計 25,217,990 25,890,932



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,342,044 11,275,443

短期借入金 742,843 1,055,526

未払法人税等 505,159 616,237

賞与引当金 269,998 310,729

役員賞与引当金 20,911 46,000

未払費用 429,261 460,199

その他 52,187 174,393

流動負債合計 13,362,406 13,938,530

固定負債   

長期借入金 － 2,516

退職給付引当金 － 13,766

役員退職慰労引当金 58,019 134,470

その他 28,450 27,950

固定負債合計 86,469 178,702

負債合計 13,448,875 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 10,010,862 9,995,950

自己株式 △713 △713

株主資本合計 11,631,546 11,616,634

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 130,623 155,666

為替換算調整勘定 6,943 1,398

評価・換算差額等合計 137,567 157,064

純資産合計 11,769,114 11,773,699

負債純資産合計 25,217,990 25,890,932



（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 18,689,193

売上原価 15,270,647

売上総利益 3,418,546

販売費及び一般管理費 2,289,106

営業利益 1,129,440

営業外収益  

受取利息 680

受取配当金 6,684

不動産賃貸料 36,571

その他 2,428

営業外収益合計 46,364

営業外費用  

支払利息 7,349

不動産賃貸費用 7,691

支払手数料 2,408

為替差損 20,949

その他 10,052

営業外費用合計 48,451

経常利益 1,127,353

税金等調整前四半期純利益 1,127,353

法人税等 493,120

四半期純利益 634,232



（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 1,127,353

減価償却費 500,091

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,645

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,460

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,089

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,766

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △76,450

受取利息及び受取配当金 △7,364

支払利息 7,349

売上債権の増減額（△は増加） 589,818

たな卸資産の増減額（△は増加） △605,706

仕入債務の増減額（△は減少） 67,127

その他 △97,614

小計 1,421,643

利息及び配当金の受取額 7,364

利息の支払額 △7,575

法人税等の支払額 △603,460

営業活動によるキャッシュ・フロー 817,972

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 △734,949

無形固定資産の取得による支出 △38,703

投資有価証券の取得による支出 △923

その他の支出 △6,547

その他の収入 7,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △774,065

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 205,500

短期借入金の返済による支出 △25,386

長期借入金の返済による支出 △502,761

配当金の支払額 △614,911

財務活動によるキャッシュ・フロー △937,559

現金及び現金同等物に係る換算差額 △939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △894,592

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 2,445,222



 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  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の売上高の割合が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。  

  

〔海外売上高〕  

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 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           18,487,418     100.0

Ⅱ 売上原価           15,031,709     81.3 

売上総利益           3,455,708     18.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           2,210,560     12.0 

営業利益           1,245,147     6.7 

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息     883            

２．受取配当金     6,430            

３．不動産賃貸収入     36,571            

４．為替差益     50,701            

５．その他     4,618     99,205     0.5 

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息     5,754            

２．不動産賃貸費用     7,452            

３．支払手数料     3,002            

４．その他     5,055     21,266     0.1 

経常利益           1,323,087     7.2 

税金等調整前中間純利益           1,323,087     7.2 

法人税、住民税及び事業税     556,056            

法人税等調整額     12,330     568,387     3.1 

中間純利益           754,699     4.1 

        



（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     1,323,087 

減価償却費     458,367 

貸倒引当金の増加額     7,831 

賞与引当金の減少額    △29,398

役員賞与引当金の減少額    △27,095

退職給付引当金の減少額    △10,271

役員退職慰労引当金の増加額     9,227 

受取利息及び受取配当金    △7,313

支払利息     5,754 

売上債権の減少額     655,308 

たな卸資産の増加額    △420,466

仕入債務の減少額    △459,790

その他    △108,996

小計     1,396,244 

利息及び配当金の受取額     7,313 

利息の支払額    △5,328

法人税等の支払額    △528,076

営業活動によるキャッシュ・フロー     870,153 



  

  
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）

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     △263,449

有形固定資産の売却による収入      3,600 

無形固定資産の取得による支出     △65,029

投資有価証券の取得による支出     △1,015

その他投資に係る支出    △6,890

その他投資に係る収入     3,140 

投資活動によるキャッシュ・フロー    △329,644

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     162,841 

短期借入金の返済による支出     △38,793

長期借入金の返済による支出     △110

配当金の支払額    △667,112

財務活動によるキャッシュ・フロー    △543,175

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額     5,846 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額     3,178 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高     3,790,694 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高     3,793,872 

    



（３）セグメント情報 

〔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） 

 当社グループの事業の種類別セグメントは、「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。 

  

  

〔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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

  

〔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） 

 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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