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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 143,990 ― 1,647 ― 1,664 ― 302 ―
20年3月期第3四半期 162,233 26.3 2,689 28.8 2,249 35.1 1,309 38.3

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3四半期 113.70 111.38
20年3月期第3四半期 540.19 525.63

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3四半期 46,174 7,382 15.5 2,687.43
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3四半期  7,159百万円 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 173,400 △19.7 1,950 △36.5 1,720 △29.9 300 △79.0 112.61

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のうち、通期について平成21年1月13日に公表いたしました「業績修正に関するお知らせ」において修正して
おります。 
 
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、５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3四半期  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3四半期  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3四半期  2,664,046株 20年3月期第3四半期  2,423,729株



 当第３四半期連結累計期間の経済環境は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が急激なスピ

ードで全世界の実体経済に深刻な影響を及ぼしたことにより欧米諸国は不況に陥り、また好調であった中国をは

じめとするアジア諸国においても景気が一段と減速しました。わが国経済においても海外経済の急激な失速を受

け、輸出の減少とそれに伴う減産により、当第３四半期に至り景気は急速に悪化しました。 

当社グループを取巻く非鉄金属業界におきましても、 終製品需要の急減を受けたことに伴い、主要取引先で

ある自動車、家電、半導体関連業界等において大規模な減産、生産調整等を余儀なくされており、特に当第３四

半期における非鉄市況の急落と円高が進行したことも加わり、業界全体を取巻く事業環境は極めて厳しい状況と

なっております。 

このような経済環境の中において、当社グループとしましては引き続き成長分野として掲げている電子・機能

材分野及び非鉄原料分野を中心に収益向上に努めてまいりましたが、急速な 終製品の需要減により、関連する

製品、部品、素材メーカーに至る全ての段階において、先例がないような減産や在庫調整が進んだことから当社

の取扱いも当第３四半期連結累計期間に至り急減しました。また、特に第２四半期まで堅調に推移してきたアル

ミ再生塊、金属珪素等の非鉄原料分野や、二次電池材料、化合物半導体材料等の電子材料分野の取扱いが大幅に

減少しました。一方レアメタルの分野においては、チタン、タングステンの取扱いは前年同期並みの水準を確保

したものの、ニッケル地金及びレアアースについては取引先の在庫調整や納期の先送り等による影響から取扱い

が減少しました。 

利益面では売上高の減少に加え、基幹システムの導入に伴う費用等の増加により営業利益は前年同期に比べて

大きく減少しました。一方、外貨建取引において生じた為替差益を営業外利益に計上したことにより営業外収支

はプラスに転じたものの、当第３四半期における大幅な株式市況の下落により、投資有価証券評価損を特別損失

として計上した結果、四半期純利益は前年同期に比べて大幅に減少しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における連結経営成績は、売上高143,990百万円（前年同期比11.2％

減）、営業利益1,647百万円（同38.7％減）、経常利益1,664百万円（同26.0％減）、四半期純利益302百万円（同

76.9％減）の減収減益となりました。 

 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 

家電、輸送機、建設等ほぼ全ての分野において輸出、輸入、国内を問わず需要減退、在庫調整の傾向が強まり

ました。また、第２四半期までは比較的順調であった空調機器用アルミ、銅製品の輸出も鈍化し、特に当第３四

半期連結累計期間における原料価格の大幅かつ継続的な下降が売上及び収益を押し下げる要因となりました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は48,054百万円（前年同期比3.3％減）、営業利益183百万円（前年同

期比64.2％減）となりました。 

・電子・機能材事業 

需要減に非鉄金属市況の急落が加わり、自動車、半導体、二次電池、液晶向け部材の取扱いが大幅に減少しま

した。また化学プラント向けニッケル、チタン製品等、機能材の取扱いも大幅に減速し、当第３四半期において

当該商品に係る評価損を計上することとなりましたが、電力プラント向けのチタン製品については、根強い電力

需要がある中国を中心に比較的堅調に推移しました。 

一方、レアメタルにおきましては、チタンスポンジ、タングステンの取扱いにおいて前年同期並み水準を確保

したものの、ニッケル地金、レアアースについては自動車需要の急減から生産調整、在庫調整及び納期の先送り

等もあり、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58,111百万円（前年同期比16.8％減）、営業利益1,037百万円（同

39.1％減）となりました。   

・非鉄原料事業 

第２四半期まで堅調に推移した当セグメントも、当第３四半期における自動車販売・生産の急減により、ダイ

カスト自動車部品の急激な在庫調整が進められたため、原料であるアルミ再生塊の取扱いが急減しました。ま

た、鉄鋼用アルミ脱酸塊、軽金属圧延添加用マグネシウム地金、化学品用途における金属珪素、アルミ屑、及び

銅屑等の全ての商品における取扱いが減少しました。一方、利益面においては当第３四半期に一部の商品に対し

て評価損を計上しましたが、当第３四半期連結累計期間では増益を確保しました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は30,249百万円（前年同期比14.3％減）、営業利益382百万円（同

12.2％増）となりました。 

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 



・建設・産業資材事業 

建設及び不動産業界の事業環境悪化による需要減は当セグメントの業績に大きく影響を及ぼし、主要取扱品で

ある建設用資機材全般に渡り、国内、輸出、海外取引において大幅に落ち込みました。特に高収益である中東向

け工業弁のスポット取引の減少、及び新規の取扱品である真空スプリンクラー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収減益となりました 

この結果、当セグメントにおける売上高は9,982百万円（前年同期比6.0％減）、営業利益35百万円（同72.3％

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、海外経済の急激な失速を受けて輸出が減少し、それに伴う自動車、家電、半導体産業におけ

る大規模な減産等により当第３四半期において景気は急速に悪化しました。これにより第２四半期まで堅調に推

移してきたアルミ再生塊、金属珪素等の非鉄原料分野や、二次電池材料、化合物半導体材料等の電子材料分野の

取扱いは大幅に減少しました。またレアメタルの分野におきましても、チタン、タングステンの取扱いについて

は前年同期並みの水準を確保したものの、自動車産業及び電子機器向けが主な取扱いであるニッケル地金、レア

アースにおいては、取引先の在庫調整及び納期の先送り等により数量、売上高共に減少しました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は133,702百万円（前年同期比14.3％減）、営業利益1,467百万円（同

42.6％減）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は、同地域の底堅い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は前年同期水準を確保、電力向けチタン製品は取扱い増

となりました。一方、米国及び欧州は景気後退が他地域より早かった事もあり、電子材料、チタン製品等を中心

に取扱いが伸び悩みました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は19,932百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益152百万円（同3.5％

増）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３四半期連結会計期間末における流動資産は43,767百万円であり、前連結会計年度末比8,041百万円

の減少となりました。主な内訳は取引の減少及び回収サイト短縮に伴う受取手形及び売掛金の減少8,371百

万円であります。 

② 固定資産 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は2,406百万円であり、前連結会計年度末比75百万

円の減少となりました。主な内訳は基幹システムの導入に伴う無形固定資産の増加460百万円、及び時価評

価等に伴う投資有価証券の減少462百万円であります。 

③ 流動負債 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は37,173百万円であり、前連結会計年度末比7,509百万円

の減少となりました。主な内訳は輸入取引に係る支払サイト短縮による支払手形及び買掛金の減少6,282百

万円、１年以内返済予定長期借入金の増加375百万円、１年以内償還予定社債の増加300百万円、及び短期

借入金の返済に伴う減少1,539百万円であります。 

④ 固定負債 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債は1,618百万円であり、前連結会計年度末比837百万円の

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

る減少877百万円であります。 

⑤ 純資産 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は7,382百万円であり、前連結会計年度末比229百万円の増

加となりました。主な内訳は利益剰余金の増加76百万円、その他有価証券評価差額金の増加131百万円、少

数株主持分の増加105百万円、及び為替換算調整勘定の減少62百万円であります。 



(２）経営成績 

① 売上高 

急速な 終製品の需要減に伴い、当社グループが得意とする二次電池材料や化合物半導体材料、及びア

ルミ再生塊、鉄鋼添加剤用途のアルミスクラップ、そして金属珪素等の取扱いが大幅に減少しました。一

方、レアメタルの分野においては、チタン、タングステンの取扱いは前年同期並みの水準を確保したもの

の、ニッケル地金及びレアアースについては取引先の在庫調整や納期の先送り等により取扱いが減少しま

した。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比11.2％減の143,990百万円となりまし

た。 

② 売上総利益 

利益率の高い電子・機能材料及びレアメタル等の製品を中心に単価の下落及び販売数量の減少が影響

し、売上高が前年同期比11.2％減少したことにより、当第３四半期連結累計期間の売上総利益は前年同期

比14.7％減の4,787百万円となりました。 

③ 販売費及び一般管理費 

 人件費及び基幹システム等の設備に係る減価償却費等の増加により、当第３四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7.5％増の3,139百万円となりました。 

④ 営業利益 

 上記の結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益は前年同期比38.7％減の1,647百万円となりました。

⑤ 営業外収益、営業外費用 

 受取利息、受取配当金、及び外貨建取引に係る為替差益の増加により、営業外収益は前年同期比358.4％

増の409百万円となりました。一方、借入金等の減少に伴い、支払利息及び社債利息が減少したことによ

り、営業外費用は前年同期比25.7％減の393百万円となりました。この結果、当第３四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16百万円の黒字となりました（前年同期は440百万円の赤字）。

⑥ 経常利益 

 上記の結果、当第３四半期連結累計期間の経常利益は前年同期比26.0％減の1,664百万円となりました。

⑦ 特別利益、特別損失 

 特別利益として、貸倒引当金戻入額58百万円を計上しましたが、一方、特別損失としては、子会社清算

損５百万円、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、及び投資有価

証券評価損953百万円を計上しました。 

⑧ 四半期純利益 

 税金等調整前四半期純利益732百万円から法人税等390百万円、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39百万円を差引き、当第３四半期連結累

計期間の四半期純利益は前年同期比76.9％減の302百万円となりました。 

(３）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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54百万円増加し、

4,563百万円となりました。 

当第３四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、2,784百万円の増加となりました。主な増加要因は取引の減少に

よる売上債権の減少額7,706百万円、たな卸資産の減少額812百万円であります。一方、主な減少要因は輸

入取引に係る支払サイトの短縮による仕入債務の減少額5,588百万円及び、法人税等の支払額960百万円で

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、955百万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539百万円、及び投資有価証券の取得による支出339百万円であり

ます。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,671百万円の減少となりました。主な増加要因は、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、主な減少要因は短

期借入金の純減少額1,256百万円、長期借入金の返済による支出222百万円、社債の償還による支出180百万

円、及び配当金の支払額224百万円であります。 



 当社は、連結業績予想について前回予想（平成20年５月15日発表）から修正をしております。詳細につきまし

ては平成21年１月13日に公表いたしました「業績修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。  

  

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場合に、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、前連結会計年度末以降に経営環境等に著し

い変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したも

の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３四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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 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、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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は265,312

千円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が同額減少しております。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。 

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 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,563,264 4,510,717

受取手形及び売掛金 23,550,206 31,922,045

商品 12,761,967 13,608,837

その他 3,076,953 2,003,099

貸倒引当金 △184,668 △235,515

流動資産合計 43,767,723 51,809,184

固定資産   

有形固定資産 255,418 228,434

無形固定資産   

のれん 76,400 64,773

その他 726,539 277,679

無形固定資産合計 802,940 342,453

投資その他の資産 1,347,957 1,910,851

固定資産合計 2,406,316 2,481,738

資産合計 46,174,039 54,290,923

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,327,680 30,610,527

短期借入金 9,990,876 11,530,098

1年内返済予定の長期借入金 734,300 359,200

1年内償還予定の社債 660,000 360,000

未払法人税等 206,101 511,529

賞与引当金 115,232 341,944

その他 1,139,714 970,344

流動負債合計 37,173,905 44,683,644

固定負債   

社債 720,000 1,200,000

長期借入金 658,400 1,056,300

退職給付引当金 177,873 149,468

役員退職慰労引当金 60,952 48,340

その他 856 991

固定負債合計 1,618,081 2,455,100

負債合計 38,791,987 47,138,744



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,107,260 4,030,785

株主資本合計 7,329,630 7,251,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,492 △135,761

繰延ヘッジ損益 △138,459 △117,716

為替換算調整勘定 △27,107 35,630

評価・換算差額等合計 △170,059 △217,848

新株予約権 24,524 25,709

少数株主持分 197,956 92,437

純資産合計 7,382,052 7,152,178

負債純資産合計 46,174,039 54,290,923



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 143,990,947

売上原価 139,203,932

売上総利益 4,787,015

販売費及び一般管理費 3,139,166

営業利益 1,647,849

営業外収益  

受取利息 19,561

仕入割引 20,851

受取配当金 54,766

為替差益 265,672

業務受託料 16,774

その他 32,333

営業外収益合計 409,957

営業外費用  

支払利息 151,903

社債利息 15,308

売上割引 12,586

手形売却損 93,452

その他 120,198

営業外費用合計 393,449

経常利益 1,664,357

特別利益  

固定資産売却益 835

投資有価証券売却益 6,579

貸倒引当金戻入額 58,128

新株予約権戻入益 25

特別利益合計 65,569

特別損失  

固定資産売却損 677

固定資産除却損 643

投資有価証券評価損 953,476

持分変動損失 36,363

子会社清算損 5,900

特別損失合計 997,060

税金等調整前四半期純利益 732,867

法人税等 390,486

少数株主利益 39,491

四半期純利益 302,889



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 732,867

減価償却費 83,638

のれん償却額 33,439

株式報酬費用 15,562

新株予約権戻入益 △25

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54,322

賞与引当金の増減額（△は減少） △226,257

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,404

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,612

受取利息及び受取配当金 △74,327

支払利息 151,903

社債利息 15,308

為替差損益（△は益） △204,192

固定資産売却損益（△は益） △158

固定資産除却損 643

投資有価証券評価損益（△は益） 953,476

投資有価証券売却損益（△は益） △6,579

持分変動損益（△は益） 36,363

売上債権の増減額（△は増加） 7,706,254

たな卸資産の増減額（△は増加） 812,158

仕入債務の増減額（△は減少） △5,588,454

未収消費税等の増減額（△は増加） △490,577

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△5,376

前渡金の増減額（△は増加） 20,454

前払費用の増減額（△は増加） △26,600

未収入金の増減額（△は増加） △149,603

短期差入保証金の増減額（△は増加） △720

長期差入保証金の増減額（△は増加） △1,735

未払金の増減額（△は減少） △12,967

未払費用の増減額（△は減少） △17,153

前受金の増減額（△は減少） 78,905

預り金の増減額（△は減少） 14,054

その他 8,614

小計 3,845,606

利息及び配当金の受取額 73,400

利息の支払額 △173,747

法人税等の支払額 △960,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,784,916



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 △68,219

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 △539,136

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 76,129

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 △955,228

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） △1,256,763

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 △222,800

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 △224,599

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 △1,671,985

現金及び現金同等物に係る換算差額 △103,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,547

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 4,563,264



 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。 

  

 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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

(注）「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 (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 ②」に記載のとおり、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）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、当第３四半期連結累計期間における営業利益は「軽金属・銅製品事業」が

21,211千円、「電子・機能材事業」が219,232千円、「非鉄原料事業」が24,867千円減少しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

(注）「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 (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 ②」に記載のとおり、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）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、当第３四半期連結累計期間における営業利益は「日本」が265,312千円減

少しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

  
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 
 47,788,437 56,919,440 29,543,922 9,739,147  143,990,947  － 143,990,947

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 266,023 1,191,859 705,378 242,968  2,406,229 (2,406,229) －

計  48,054,460  58,111,299 30,249,300  9,982,116  146,397,177 (2,406,229) 143,990,947

営業利益  183,840 1,037,121 382,191  35,957  1,639,110  8,739  1,647,849

  
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 125,310,001 18,680,945 143,990,947  － 143,990,947

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
8,392,888 1,251,148 9,644,037 (9,644,037) －

計 133,702,890 19,932,094 153,634,985 (9,644,037) 143,990,947

営業利益 1,467,240 152,906 1,620,147  27,701 1,647,849



   

ｃ．海外売上高 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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） 28,854,392 4,541,107 10,090,469  1,394,168 44,880,138

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  － 143,990,947

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
20.0 3.2 7.0  1.0 31.2

（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等 

(１）（要約）四半期連結損益計算書  

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 162,233,836 

Ⅱ 売上原価 156,622,821 

売上総利益 5,611,014 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,921,175 

営業利益 2,689,838 

Ⅳ 営業外収益 89,436 

Ⅴ 営業外費用 529,604 

経常利益 2,249,670 

Ⅵ 特別利益 30,030 

Ⅶ 特別損失 23,323 

税金等調整前四半期純利益 2,256,378 

税金費用 914,343 

少数株主利益 32,764 

四半期純利益 1,309,271 



  

 (２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,256,378 

減価償却費 39,055 

のれん償却額 70,027 

株式報酬費用 15,216 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △20,615 

賞与引当金の増減額（減少：△） △195,809 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 13,945 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 13,544 

受取利息及び受取配当金 △42,425 

支払利息 192,013 

社債利息 19,038 

為替差損益（差益：△） 742 

固定資産売却益 △322 

固定資産除売却損 258 

投資有価証券売却損 665 

投資有価証券評価損 22,399 

売上債権の増減額（増加：△） △5,148,013 

たな卸資産の増減額（増加：△） △944,084 

仕入債務の増減額（減少：△） 1,224,723 

未収消費税等の増減額（増加：△） 185,348 

未払事業税・外形標準課税の増減額（減少：△） △7,916 

前渡金の増減額（増加：△） △128,836 

前払費用の増減額（増加：△） △39,079 

未収入金の増減額（増加：△） 684,354 

短期差入保証金の増減額（増加：△） △647 

長期差入保証金の増減額（増加：△） △3,792 

未払金の増減額（減少：△） △43,917 

未払費用の増減額（減少：△） 50,454 

前受金の増減額（減少：△） △322,116 

預り金の増減額（減少：△） △10,907 

その他 3,888 

小計 △2,116,426 



  

   

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額 41,767 

利息の支払額 △208,659 

法人税等の支払額 △1,139,020 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,422,338 

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 △33,197 

有形固定資産の売却による収入 1,204 

無形固定資産の取得による支出 △119,279 

投資有価証券の取得による支出 △346,972 

投資有価証券の売却による収入 335 

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 △540,413 

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 3,155,624 

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 

株式の発行による収入 44,341 

配当金の支払額 △156,919 

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 2,904,651 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,131 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △1,052,968 

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期末残高 3,722,326 



  

（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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） 

売上高 49,694,043 69,863,423 35,316,769 10,624,624 165,498,861 (3,265,025) 162,233,836

営業費用 49,180,954 68,159,061 34,975,990 10,494,790 162,810,795 (3,266,798) 159,543,997

営業利益 513,088 1,704,362 340,779 129,834 2,688,065 1,772 2,689,838

  
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 155,951,178 19,005,306 174,956,485 (12,722,649) 162,233,836

営業費用 153,394,239 18,857,577 172,251,816 (12,707,818) 159,543,997

営業利益 2,556,939 147,729 2,704,668 (14,830) 2,689,838

ｃ．海外売上高  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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） 27,547,357 5,374,092 10,903,165 2,032,667 45,857,282

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 162,233,836

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
17.0 3.3 6.7 1.3 28.3
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