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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 290,736 ― △4,965 ― △7,911 ― △16,710 ―

20年3月期第3四半期 352,715 4.0 34,087 △7.8 34,515 △8.6 17,316 △26.0

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3四半期 △55.84 ―

20年3月期第3四半期 57.79 55.00

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 354,704 115,698 31.1 368.02
20年3月期 367,931 150,281 39.2 481.85

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  110,137百万円 20年3月期  144,202百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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 345,000 △27.5 △8,000 ― △10,000 ― △18,000 ― △60.15

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 (2) 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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他 (3) 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、その他特記事項 
 (1) 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ついては、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。 
 (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）を適用しています。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います。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  303,790,809株 20年3月期  303,790,809株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,518,416株 20年3月期  4,522,038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  299,269,086株 20年3月期第3四半期  299,649,540株
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※ 定性的情報における「前年同期比増減率」については、参考として記載しています。 

  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国サブプライム問題に端を発した世界的な

信用収縮の影響を受け、円高・株安による企業収益の減少、雇用環境が悪化するなど急速に景気が後

退し、底が見えない状況で推移しています。 

 当社グループの事業環境については、第２四半期以降自動車・ＩＴ向け需要の大幅な落ち込みが続

いており、各事業部門に広範な影響が及んでいます。また、為替の円高、金属価格の急落が、当社グ

ループの収支をさらに悪化させています。 

 製錬部門では、銅・亜鉛をはじめとした各種非鉄金属価格の下落が進み、また、加工部門では自動

車・電子部品・半導体の各業界の急激な需要の落ち込みにより売上高が減少しました。環境・リサイ

クル部門では、前年の建築基準法の改正による需要の減退がいまだ継続しており、土壌浄化事業が低

水準で推移したほか、廃棄物処理、リサイクル事業においても排出量の減少などにより売上高が減少

しました。 

 当社グループは、このような事業環境の急激な悪化に対し、各事業で「現場改革」による生産性向

上及び徹底したコスト削減、在庫削減に加え、人件費・修繕費など固定費の削減を実施しています。

また、投資案件についても全ての案件の見直しを行っています。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は290,736百万円(前年同期比18％減)となりました。営業損益

は非鉄金属価格が急激に値下がりしたことによる払出原料の時価・簿価差、及び期末在庫の評価損と

合わせて254億円の損失が生じたことにより、前年同期の340億円の利益に対し390億円減少し49億円

の損失となりました。経常損益は円高による為替差損や持分法投資損失の計上などにより、前年同期

の345億円の利益に対し424億円減少し79億円の損失となりました。 

 四半期純損益は前述の利益減少に加え、株式市場の低迷により所有株式の減損処理86億円を生じた

ことにより、前年同期の173億円の利益に対し340億円減少し、167億円の損失となりました。 

 

主要セグメントの状況は次のとおりです。 

  

製錬部門 

銅、亜鉛などの原料鉱石の調達条件が、前年同期に比べ悪化したことに加え、第２四半期以降、金

属価格が軒並み急激に値下がりしました。販売量は、第３四半期に入り自動車部品向けに亜鉛、白金

族の販売量が減少しました。 

 利益面では、為替の円高・金属価格の大幅な下落及び新型製錬設備の不調により、貴金属銅・亜鉛

事業の収益が悪化しました。また、第３四半期末日にかけ銅・亜鉛の価格が急激に値下がりしたた

め、棚卸資産の評価損93億円が生じ、減益幅を拡大しました。 

 以上により、製錬部門の売上高は143,804百万円(前年同期比31％減)、営業損益は前年同期の

18,612百万円の利益に対し31,375百万円減少し12,763百万円の損失となりました。 

  

【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
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環境・リサイクル部門 

廃棄物処理は、排出量が減少傾向にある中で、当社グループが擁している高度な難処理物処理技術

や、一般廃棄物の集荷・処理を増やすなどに努めた結果、受託量は前年同期並みとなりました。一

方、土壌浄化処理は、建築基準法改正による工事着工件数減少の影響などにより前年同期比で売上高

が減少したほか、リサイクル事業でも第３四半期に入りシュレッダーダストや家電リサイクルで集

荷・処理が減少しました。 

 以上により、環境・リサイクル部門の売上高は57,612百万円(前年同期比３％減)、営業利益は

4,192百万円(前年同期比22％減)となりました。 

  

電子材料部門 

前年度下期からの半導体の不振により、高純度ガリウム、ガリウムひ素ウエハの販売量が減少し、

携帯電話の赤外通信用ＬＥＤチップも海外向け需要の落ち込みにより販売量が減少しました。一方、

機能材事業においては、ＰＤＰ（プラズマ・ディスプレイ・パネル）用途向け銀粉、磁気記録用メタ

ル粉、コピー機用キャリア粉、鉄粉などは、当第３四半期に入り受注は減少したものの、比較的堅調

に推移しました。 

 以上により、電子材料部門の売上高は44,501百万円（前年同期比２％減）、営業利益は4,101百万

円（前年同期比19％減）となりました。 

  

金属加工部門 

第２四半期以降、自動車向けの急激な需要の落ち込みにより、端子やコネクタ用途の銅合金板条、

錫めっき品の販売量が減少したほか、電子部品・半導体向けの販売も低調に推移しました。また、貴

金属めっきも自動車・携帯向けに販売が減少しました。 

 需要の大幅減による販売の減少に加え、税制改正による減価償却費の増加、さらに銅・ニッケル価

格の下落により棚卸資産の評価損18億円を生じたことにより、利益が減少しました。 

 以上により、金属加工部門の売上高は65,898百万円（前年同期比３％減）、営業損益は前年同期の

1,896百万円の利益に対し4,974百万円減少し3,077百万円の損失となりました。 

  

熱処理部門 

熱処理加工では、自動車業界の急激な需要減退により売上が減少しました。急激な需要の減少に対

し、前年度から継続的に実施している徹底したコスト削減や工作機械、建設機器向けの受注を増やす

など利益確保に努めました。 

 以上により、熱処理部門の売上高は18,781百万円（前年同期比６％減）、営業利益は1,884百万円

（前年同期比10％減）となりました。 
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  当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比較して13,226百万円減少し354,704百万円と

なりました。流動資産で5,320百万円の減少、固定資産で7,906百万円の減少となります。 

 流動資産は、主に足元の金融情勢を勘案し不測の事態に備え、現金・預金を意図的に増加させる

一方、売上高の減少により受取手形及び売掛金が19,910百万円減少し、また、棚卸資産も26,118百

万円減少しました。棚卸資産の減少は、徹底した在庫削減に努めているほか、金属価格下落の影響

で期末に評価損を112億円計上したことによるものです。固定資産の減少は、環境・リサイクル部

門を中心とした事業拡大のための設備投資による有形固定資産の増加5,496百万円があった一方、

株式市場の低迷により所有株式の減損処理86億円などにより投資有価証券が13,349百万円減少した

ことによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して21,355百万円増加しました。これは、仕入債務の減少

22,473百万円、納税による未払法人税等の減少12,899百万円がある一方で、納税や配当金の支払い

などにより有利子負債が44,105百万円増加したことによるものです。 

 純資産については、当期（第３四半期累計）純損失16,710百万円となったほか、配当金の支払い

などにより株主資本が22,780百万円減少し、また、評価・換算差額等が期末のデリバティブ取引の

時価評価などにより11,284百万円減少し、純資産合計では前連結会計年度末に比較し34,582百万円

減少しました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末から８％減少し31％となりました。 

  

  

  当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、前連結会計年度末より23,431百万円増加し、27,725百万円となりました。 

 営業活動による資金の増加は5,061百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失

17,405百万円となったものの、減価償却費13,556百万円の非資金的費用の調整のほか、売上債権の

減少19,839百万円、棚卸資産の減少26,799百万円などがあったことによるものです。 

 投資活動による資金は18,581百万円の支出となりました。これは、環境・リサイクル部門を中心

とした事業拡大のための設備投資や生産性・品質向上のための設備改善など17,899百万円の投資を

行ったことによるものです。 

 財務活動による資金は36,967百万円の収入となりました。これは、配当金の支払い7,025百万円

があった一方で、有利子負債が44,171百万円増加したことによるものです。 

  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債、純資産

(2) 連結キャッシュ・フロー
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 当社グループでは、事業環境の悪化に対し各事業で「現場改革」による生産性向上及び徹底した

コスト削減、在庫削減に加え、人件費・修繕費など固定費の削減を実施しています。また投資案件

についても全ての案件の見直しを行っています。 

 足下の事業環境においてもそれぞれのセグメントで一定の利益を確保できるよう、これまで以上

に企業体質の強化に取り組んでいきます。 

 なお、業績予想については、平成21年１月20日の公表値から変更はありません。 

  

 当社は、株主の皆様への配当を経営における 重要課題の一つと位置づけており、企業体質強化

と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を勘案のうえ、業績に応じた配当を行うことを基本方針

としています。 

 なお、配当予想については、平成21年１月20日の公表値から変更はありません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

① たな卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、主要なたな卸資産以外については収益性の低下が明

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います。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なもの

に限定する方法によっています。 

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、前連結会計年度末において

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り算定しています。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

(1) 業績予想について

(2) 配当予想について

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の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
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① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平

成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用していま

す。また、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に従い四半期連結財務諸表を作成しています。 

② 「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 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 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に適用し、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しています。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして

算定する方法によっています。 

  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います。 

  この変更による総資産、損益及びセグメント情報に与える影響は軽微です。 

③ 「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います。 

  この変更による損益及びセグメント情報に与える影響は軽微です。 

④ 地金の消費寄託契約については、従来、連結貸借対照表の注記として開示していました

が、当該取引の重要性が顕著となったことを鑑み、オフバランス情報をオンバランス化するこ

とで財政状態をより適切に表示するため、第１四半期連結会計期間から連結貸借対照表に計上

しています。  

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、「原材料及び貯蔵品」及び流動負債「その

他」が、それぞれ1,053百万円増加しています。 

  

（追加情報） 

① 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として、資産の利用状況を見直した結

果、第１四半期連結会計期間から、耐用年数を変更しています。 

  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において、売上総

利益が1,898百万円減少し、営業損失が1,946百万円、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

が1,986百万円、それぞれ増加しています。 

  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います。 

② 第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しています。 

  

(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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

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 27,885 4,316

受取手形及び売掛金 57,260 77,171

商品及び製品 16,594 26,676

仕掛品 7,572 7,365

原材料及び貯蔵品 31,950 48,195

繰延税金資産 12,363 4,156

その他 18,493 9,588

貸倒引当金 △19 △46

流動資産合計 172,101 177,422

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 78,439 75,121

減価償却累計額 △39,868 △38,197

建物及び構築物（純額） 38,571 36,923

機械装置及び運搬具 167,555 161,174

減価償却累計額 △129,212 △119,849

機械装置及び運搬具（純額） 38,342 41,325

土地 22,891 23,044

建設仮勘定 14,898 7,934

その他 11,465 10,860

減価償却累計額 △9,332 △8,747

その他（純額） 2,133 2,113

有形固定資産合計 116,836 111,340

無形固定資産   

のれん 548 860

その他 1,483 1,368

無形固定資産合計 2,032 2,229

投資その他の資産   

投資有価証券 54,943 68,293

長期貸付金 26 29

繰延税金資産 6,669 6,777

その他 2,280 2,020

貸倒引当金 △187 △182

投資その他の資産合計 63,733 76,938

固定資産合計 182,602 190,508

資産合計 354,704 367,931
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,833 45,306

短期借入金 80,055 38,661

1年内償還予定の社債 10,007 7

未払法人税等 289 13,189

未払消費税等 532 25

繰延税金負債 12 288

引当金   

賞与引当金 1,837 3,563

役員賞与引当金 193 477

引当金計 2,030 4,041

その他 29,256 12,175

流動負債合計 145,017 113,695

固定負債   

社債 7 10,014

長期借入金 74,989 72,270

繰延税金負債 1,281 2,933

引当金   

退職給付引当金 12,673 12,626

役員退職慰労引当金 717 723

その他の引当金 1,254 1,107

引当金計 14,646 14,458

その他 3,063 4,278

固定負債合計 93,988 103,954

負債合計 239,005 217,649

純資産の部   

株主資本   

資本金 36,436 36,436

資本剰余金 26,361 26,367

利益剰余金 52,688 75,469

自己株式 △2,617 △2,624

株主資本合計 112,869 135,649

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,848 7,854

繰延ヘッジ損益 △6,668 1,047

為替換算調整勘定 △910 △348

評価・換算差額等合計 △2,731 8,553

少数株主持分 5,560 6,078

純資産合計 115,698 150,281

負債純資産合計 354,704 367,931
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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 290,736

売上原価 275,465

売上総利益 15,270

販売費及び一般管理費  

運賃諸掛 2,073

販売手数料 450

役員報酬 869

給料及び手当 4,395

福利厚生費 1,031

賞与引当金繰入額 339

退職給付費用 307

役員退職慰労引当金繰入額 133

賃借料 496

租税公課 543

旅費及び交通費 1,043

減価償却費 554

開発研究費 3,702

のれん償却額 311

その他 3,982

販売費及び一般管理費合計 20,236

営業損失（△） △4,965

営業外収益  

受取利息 330

受取配当金 846

その他 2,155

営業外収益合計 3,332

営業外費用  

支払利息 1,808

為替差損 2,011

持分法による投資損失 389

その他 2,068

営業外費用合計 6,278

経常損失（△） △7,911

特別利益  

補助金収入 32

投資有価証券売却益 20

固定資産売却益 22

その他 123

特別利益合計 199
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(単位：百万円)

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) 

特別損失  

投資有価証券評価損 8,666

固定資産除却損 490

減損損失 157

その他 379

特別損失合計 9,694

税金等調整前四半期純損失（△） △17,405

法人税、住民税及び事業税 2,339

法人税等調整額 △3,485

法人税等合計 △1,145

少数株主利益 450

四半期純損失（△） △16,710
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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損失（△） △17,405

減価償却費 13,556

減損損失 157

のれん償却額 311

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21

その他の引当金の増減額（△は減少） △1,919

受取利息及び受取配当金 △1,177

支払利息 1,808

為替差損益（△は益） 41

持分法による投資損益（△は益） 389

固定資産売却損益（△は益） △22

固定資産除却損 490

投資有価証券売却損益（△は益） △20

投資有価証券評価損益（△は益） 8,666

売上債権の増減額（△は増加） 19,839

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,799

仕入債務の増減額（△は減少） △21,990

未払消費税等の増減額（△は減少） 506

その他 △7,335

小計 22,675

利息及び配当金の受取額 1,225

利息の支払額 △1,617

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △17,222

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,061

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △140

関係会社株式の取得による支出 △288

関係会社株式の売却による収入 16

有形固定資産の取得による支出 △17,899

有形固定資産の売却による収入 118

投資有価証券の取得による支出 △401

投資有価証券の売却による収入 16

貸付けによる支出 △158

貸付金の回収による収入 219

その他 △64

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,581
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（単位：百万円）

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) 

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） 38,923

長期借入れによる収入 16,400

長期借入金の返済による支出 △11,144

自己株式の取得による支出 △3

自己株式の売却による収入 2

社債の償還による支出 △7

配当金の支払額 △6,075

少数株主への配当金の支払額 △950

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △178

財務活動によるキャッシュ・フロー 36,967

現金及び現金同等物に係る換算差額 △116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,331

現金及び現金同等物の期首残高 4,294

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 100

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,725
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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)を適用しています。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います。 

  

該当事項はありません。 

  

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) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各部門の主な製品 

(1) 製錬部門…………………………電気銅・亜鉛・電気鉛・電気金・電気銀 

(2) 環境・リサイクル部門…………廃棄物処理・土壌浄化処理・金属リサイクル・運輸収入 

(3) 電子材料部門……………………磁性材料・半導体材料・無機材料・化成品 

(4) 金属加工部門……………………銅板条・黄銅板条・銅合金板条・黄銅棒・精密加工品 

(5) 熱処理部門………………………金属熱処理加工・金属表面処理加工・熱処理炉 

(6) その他部門………………………建設工事・不動産の賃貸ほか 

３ 各部門の売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて表示しています。 

４ 配賦不能営業費用はありません。 

５ 追加情報 

「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(追加情報)」に記載のとおり、

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として、資産の利用状況を見直した結果、第１四半期連

結会計期間から、耐用年数を変更しています。 

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における営業利益は「環境・リサ

イクル部門」が204百万円、「電子材料部門」が97百万円、「熱処理部門」が8百万円、「その他部門」が0

百万円減少しています。また、営業損失は「製錬部門」が970百万円、「金属加工部門」が665百万円増加し

ています。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

製錬部門 
(百万円)

環境・ 
リサイクル 

部門 
(百万円)

電子材料
部門 

(百万円)

金属加工
部門 

(百万円)

熱処理
部門 

(百万円)

その他
部門 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上
高

126,491 35,186 42,876 65,887 18,781 1,511 290,736 ― 290,736

(2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

17,313 22,426 1,624 10 ― 8,373 49,748 △ 49,748 ―

計 143,804 57,612 44,501 65,898 18,781 9,885 340,484 △ 49,748 290,736

営業利益又は営業
損失(△)

△ 12,763 4,192 4,101 △ 3,077 1,884 216 △ 5,446 480 △ 4,965

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前四半期連結損益計算書

百万円

科目
前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)

売上高 352,715

売上原価 295,788

 売上総利益 56,927

販売費及び一般管理費 22,839

 営業利益 34,087

営業外収益 4,914

   受取利息及び受取配当金 1,194

   持分法による投資利益 1,810

   その他 1,909

営業外費用 4,485

   支払利息 1,563

   その他 2,922 

 経常利益 34,515

特別利益 549

   固定資産売却益 63 

   投資有価証券売却益 4 

   貸倒引当金戻入益 6 

   その他 474 

特別損失 3,010

   事業整理損失 1,710

   固定資産除却損 436

   たな卸資産処分損 316

   減損損失 266

   その他 280

税金等調整前四半期純利益 32,054

法人税、住民税及び事業税 13,170

法人税等調整額 553

少数株主利益 1,014

四半期純利益 17,316
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前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目
前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)

百万円

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益  32,054
 ２ 減価償却費 9,563
 ３ 減損損失 266
 ４ のれん償却額 417
 ５ 貸倒引当金の増減額  △12
 ６ その他の引当金の増減額  △1,321
 ７ 受取利息及び受取配当金  △1,194
 ８ 支払利息 1,563
 ９ 為替差益  △8
 10 持分法による投資利益  △1,810
 11 固定資産売却益 △63

 12 固定資産除却損 436

 13 投資有価証券売却損益 △6

 14 事業整理損失 1,676

 15 売上債権の増減額 3,734

 16 たな卸資産の増加額 △4,655

 17 仕入債務の増加額 1,108

 18 未払消費税等の増減額 △3,061

 19 その他 1,544

          小計 40,230

 20 利息及び配当金の受取額 1,909

 21 利息の支払額 △1,355

 22 法人税等の支払額 △21,024

  営業活動によるキャッシュ・フロー 19,760

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △22,126

 ２ 有形固定資産の売却による収入 239

 ３ 有形固定資産の除却に伴う支出 △157

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △1,052

 ５ 投資有価証券の売却による収入 40

 ６ 関係会社株式の取得による支出 △6,414
７ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出
△3,640

 ８ 貸付による支出 △480

 ９ 貸付金の回収による収入 548

 10 その他 △1

  投資活動によるキャッシュ・フロー △33,044

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 △5,877

 ２ 長期借入による収入 45,200

 ３ 長期借入金の返済による支出 △9,923

 ４ 社債の償還による支出 △10,007

 ５ 自己株式の取得による支出 △11

 ６ 配当金の支払額 △6,068

 ７ 少数株主への配当金の支払額 △145

 ８ リース債務の増加額 198

 ９ リース債務の返済による支出 △195

  財務活動によるキャッシュ・フロー 13,169

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 16

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △98

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,792

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 355

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 5,050
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前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） 

（単位：百万円） 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各部門の主な製品 

(1) 製錬部門…………………………電気銅・亜鉛・電気鉛・電気金・電気銀 

(2) 環境・リサイクル部門…………廃棄物処理・土壌浄化処理・金属リサイクル・運輸収入 

(3) 電子材料部門……………………磁性材料・半導体材料・無機材料・化成品 

(4) 金属加工部門……………………銅板条・黄銅板条・銅合金板条・黄銅棒・精密加工品 

(5) 熱処理部門………………………金属熱処理加工・金属表面処理加工・熱処理炉 

(6) その他部門………………………土木・建築・不動産の賃貸・地熱事業ほか 

３ 各部門の売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて表示しています。 

４ 配賦不能営業費用はありません。 

セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

製錬部門
環境・ 

リサイクル 
部門

電子材料
部門

金属加工
部門

熱処理
部門

その他
部門

計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

183,145 34,080 43,761 67,606 20,042 4,080 352,715 ― 352,715

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

24,351 25,052 1,569 54 0 11,704 62,732 △ 62,732 ―

計 207,497 59,133 45,330 67,661 20,042 15,784 415,448 △ 62,732 352,715

営業費用 188,884 53,737 40,262 65,764 17,939 15,623 382,212 △ 63,583 318,628

営業利益 18,612 5,395 5,067 1,896 2,103 160 33,236 851 34,087
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