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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 30,300 △20.5 983 △61.4 808 △69.0 299 △79.7
20年3月期 38,118 2.9 2,551 △8.9 2,611 △8.5 1,473 △13.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 23.33 ― 2.6 3.5 3.2
20年3月期 114.76 ― 12.9 9.9 6.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 19,952 11,396 57.1 887.63
20年3月期 25,890 11,773 45.5 917.00

（参考） 自己資本   21年3月期  11,396百万円 20年3月期  11,773百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 357 △1,421 856 3,105
20年3月期 1,179 △1,052 △578 3,339

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期の配当につきましては、先行きの業績等を踏まえて判断することとしているため、未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 48.00 48.00 616 41.8 5.4
21年3月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00 141 47.2 1.2
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

当社グループは、レンジ形式により通期の業績予想のみ開示しております。詳細につきましては、３ページ １．経営成績 (1)経営成績に関する分析を参照
してください。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期
16,800 

～18,000
―

△1,060
～△710

―
△1,050
～△700

―
△750 

～△400
―

△58.41
～△31.15



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

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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  592株 20年3月期  592株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 30,049 △20.9 1,103 △58.5 1,139 △58.0 424 △69.9
20年3月期 37,991 2.8 2,659 △8.3 2,714 △7.2 1,411 △14.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 33.05 ―
20年3月期 109.91 ―

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 19,422 11,429 58.8 890.18
20年3月期 25,195 11,684 46.4 910.09

（参考） 自己資本 21年3月期  11,429百万円 20年3月期  11,684百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

当社は、レンジ形式により通期の業績予想のみ開示しております。詳細につきましては、３ページ １．経営成績 (1)経営成績に関する分析を参照してくださ
い。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、設備投資の回復見込みと非鉄金属の相場推移の予想が現段階では困難であり、直近で市場環境が大きく変動する可能性も
あることから、第２四半期の業績予想を開示せず、通期のみをレンジ形式により開示しております。詳細につきましては、３ページ「１．経営成績(1)経営成績
に関する分析」を参照してください。なお、第２四半期の業績予想につきましては、第１四半期の決算発表時、通期に関しては、特定の数値による業績予想
の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
 また、配当予想につきましては、経営環境が不透明であり今後の業績等を踏まえて判断することとしているため未定としておりますが、予想額の開示が
可能となった時点、遅くとも第３四半期決算発表時までには開示いたします。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期
16,600 

～17,800
―

△960
～△610

―
△950

～△600
―

△650 
～△300

―
△50.63

～△23.37



(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度の我が国経済は、昨年夏以降、米大手証券会社の破綻を契機に世界的な金融危機が広がり、海外経

済の急減速を背景とした輸出の減少を主因として、大変厳しい状況となりました。 

 特に、昨年10月以降、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、工作機械業

界、事務機器業界、自動車関連業界の景気後退による減産と設備投資抑制の動きが、急激かつ著しくなり、第３四半

期以降の売上高は、期初の予想を大きく下回る結果となりました。 

 また非鉄金属の市況におきましては、アルミ地金はトン当たり期初の34万6千円から期末は16万6千円に、銅地金は

トン当たり期初の90万円から期末には43万円に、ステンレス鋼板はトン当たり期初の51万6千円から期末は30万2千円

と当連結会計年度で大幅に下落しました。 

 このような状況の中で当社グループは、大幅な売上げ減少に耐えうる体制とすべく、人員配置の見直しをはじめと

した人的効率の向上や、業務効率の向上などによる経費削減を実施し、収益体質の改善に努めてまいりました。  

 しかしながら、売上高減少による固定費負担が大きく、九州工場等の設備投資による減価償却費の増加などの影響

も重なり、営業利益を圧迫いたしました。 

以上の結果、残念ながら当連結会計年度の売上高は303億円（前年同期比20.5％減）となり営業利益は9億8千3百万

円（同61.4％減）、経常利益は8億8百万円（同69.0％減）、当期純利益は2億9千9百万円（同79.7％減）となりまし

た。 

翌連結会計年度の見通しにつきましては、自動車関連業界、電機業界等では在庫調整が一巡し、一部では減産を

緩和する動きが出てきているものの、設備投資の回復が見込まれるまでには至っておらず、厳しい状況が続くものと

予想されます。半導体関連業界では事業再編などの動きも出てきており、他の業界も含めてこの先も市場環境が大き

く変動する可能性があり、現段階で設備投資が回復する時期を予測することはきわめて困難な状況にあります。 

また、業績に影響度の高い非鉄金属の市況におきましても相場が安定しておらず、この先の市況を予測すること

は困難な状況であります。このような不確定要素が存在する状況下で、特定の数値による業績予想を行うことは、か

えって投資家・株主の皆様に大きな誤解を与える懸念がございます。 

以上の理由により、当社グループの翌連結会計年度の業績予想につきましては、通期のみのレンジ形式による開

示といたします。レンジ数値の上限につきましては、在庫調整が進展し、設備投資が今期末に向けて少しずつ回復基

調に推移することを見込んだものであり、下限につきましては在庫調整による減産体制が底入れするものの設備投資

の回復が遅れることを予想したものでございます。なお、第２四半期の業績予想につきましては、第１四半期の決算

発表時、通期に関しましては、特定の数値による業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産合計は、199億5千2百万円と、対前年同期比で△22.9％、59億3千8百万円減少いたしま

した。 

 流動資産は、127億3千2百万円と、対前年同期比で△32.4％、61億1百万円減少いたしました。変化の主な要因

は、売上高が減少したことにより、受取手形及び売掛金が59億5千3百万円減少したこと等によるものであります。

 固定資産は、72億2千万円と、対前年同期比で2.3％、1億6千3百万円増加いたしました。変化の主な要因は、減

価償却に伴う減少や投資有価証券の時価下落による減少を上回る工場設備投資に伴う増加によるものでありま

す。  

 負債合計は、85億5千6百万円と、対前年同期比で△39.4％、55億6千万円減少いたしました。変化の主な要因

は、仕入高が減少したことにより、支払手形及び買掛金が58億2千万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産は、113億9千6百万円と、対前年同期比で△3.2％、3億7千7百万円減少いたしました。変化の主な要因

は、利益剰余金が3億1千9百万円減少したこと等によるものであります。 

 また、１株当たり純資産は、887円63銭と対前年同期比で29円37銭減少いたしました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前期末の45.5%から57.1%となりました。 

１．経営成績



② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度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増加3

億5千7百万円、投資活動による資金の支出14億2千1百万円、財務活動による資金の増加8億5千6百万円等により前

連結会計年度末に比べ△7.0％、2億3千4百万円減少し、31億5百万円となりました。  

 当連結会計年度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3億5千7百万円（対前年同期比69.7％減）となりました。 

 主な要因は、税金等調整前当期純利益が大幅に減少したこと等によるものであります。 

（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14億2千1百万円（対前年同期比35.0％増）となりました。 

 主な内容は、有形固定資産の取得による支出12億7千2百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は8億5千6百万円となりました。 

 主な内容は、借入金による収入22億4百万円及び借入金返済による支出7億3千2百万円と配当金の支払による支

出6億1千5百万円であります。 

  

 当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

※キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様への適切な利益配分を経営の 重要課題のひとつとして位置付け、財務体質の強化と前向きな

事業展開に必要な内部留保の充実も勘案したうえで、毎期連結配当性向約40％を目標に積極的な配当施策を実施する

ことを基本方針としております。 

 このような方針に基づき平成21年５月12日開催の定例取締役会において、平成21年３月期配当金として１株につき

普通配当11円と決定しました。 

 内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応して、今まで以上にコスト競争力を高め、市場

ニーズに応えるサービスを強化するために有効投資をしてまいります。 

 また、平成22年３月期配当金につきましては、先行きの業績等を踏まえて判断することとしているため、未定であ

ります。 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％）  43.8  41.5  45.5  57.1

時価ベースの自己資本比率（％）  165.3  108.8  67.3  36.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  59.6  35.3  89.7  708.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  142.3  289.9  94.9  20.0



(4）事業等のリスク 

 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成21年３月31日）現在において判断したものであ

ります。 

① 商品販売の特徴について 

 当社グループは、アルミニウム・伸銅・ステンレス・特殊鋼等の金属製品やプラスチック製品の加工および販売

を二つの販売方法で行っております。 

 一つは在庫品販売で、自社工場に上記製品を常時約5,000アイテム在庫し、それをエンドユーザーおよび同業問

屋からの注文に応えて、切断加工して販売する方法です。 

 この販売方法のリスクには、自社工場に大量の在庫を抱えることや国内の景気動向の影響を受けやすいことが挙

げられます。 

 もう一つは特注品販売で、特定の大口ユーザーのオリジナル規格の製品を仕入先に手配し、自社工場を介さずに

直接大口ユーザーに納品して販売する方法です。 

 この販売方法のリスクには、商社の役割として機能しているため、売上総利益率が低いことや特定の大口ユーザ

ーの生産動向に影響されることが挙げられます。 

② 業界別売上高依存度について 

 当社グループは、アルミニウムやステンレスの厚板を多方面の業界に販売しておりますが、そのなかでも半導体

製造装置業界および液晶製造装置業界向けのシェアが高く、常時25％を超えております。 

 同業界は、いわゆる「シリコンサイクル」に大きく影響されるため、その周期による景気動向が当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 商品市況の変動による影響について 

 当社グループの主要販売製品であるアルミニウム、伸銅等の非鉄金属の価格は国際市況によって変動しておりま

す。当社グループは、適時適量の仕入、在庫量の圧縮、販売価格への転嫁等により、市況の変動による影響を抑え

る体制構築に努めておりますが、市況が大きく変動した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

④ 当社の基幹施設の故障等による影響について 

 自然災害および機械故障のための工場機械の操業不能、情報システムの処理不能、電話・ファクシミリ等の通信

不能は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

  

  

 当社グループ（当社および連結子会社）は、当社（白銅株式会社）および連結子会社の上海白銅精密材料有限公司と

で構成されており、金属製品およびプラスチック製品の加工ならびに販売を主たる業務としております。 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

 
  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループの経営方針は『より高いレベルの顧客満足を達成する為、積極的に行動する。金属素材を主力商品と

して、 高の品質と精度を短納期で提供し、グローバルな視点で企業価値を高める。』とし、グループ共通のビジョ

ンとして掲げ、日々高度化するお客様のニーズを先取りし、一人ひとりが積極的に行動します。 

 そして、お客様に対して当社グループの持ち味である品質、精度、短納期を 高の水準で提供し、お客様を始めと

して当社グループと関わる皆様すべてに信頼される企業を目指します。 

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは「平成21年度-平成23年度 中期経営計画」を本事業年度から新たにスタートさせました。 

 本計画にて、前述の経営方針とその達成のための行動姿勢および具体的施策を併せて定め、従業員全員に徹底する

ことにより、従業員は迷うことなく計画の達成に向けて邁進してまいります。 

(3）会社の対処すべき課題 

 当社グループは前述した「平成21年度-平成23年度 中期経営計画」により、次の課題に取り組んでまいります。 

・ 経費削減を推進し収益力の改善を図る 

・ 事業部別の自己完結型組織の機能を強化するとともに、全体 適を図る 

・ 将来を見据えた独自性の高い新サービス及び商品の開発への積極的な取り組み 

・ 中国事業の黒字化 

・ 会社法、金融商品取引法における内部統制システムの改善 

 これらの課題を解決するため、次のとおり対処します。 

① 無駄を排除し業務全般を効率化させる  

  厳しい経済状況の中でも一定の利益を確保すべく、景気動向に左右されない強い組織を目指す必要があります。

そのために、まずは業務を一から見直し無駄を排除することによりあらゆる業務を簡素化・効率化いたします。その

結果、経費が抑制される仕組みを構築し、人件費をはじめとした経費全般を必要 小限に抑えることで収益力の改善

を図ります。  

② 自己完結型組織の充実と横断的組織による全体 適の実現 

 当社は、各支社に営業・仕入・物流部門の各機能を持たせた自己完結型組織にしております。また、これらの

「縦型」組織に加えて、営業本部内には従来から機能別に各支社を横断的に管理する業務統括部を設置しておりま

した。本事業年度からは、この業務統括部を社長直轄組織としました。よって管理部門を含めた全社横断的な統括

を行い、全社的にマトリックス型組織としての機能を発揮させることにより、意思決定の速度を高め、経営の効率

化と全体 適の実現を目指します。 

③ 将来を見据えた独自性の高い新サービスおよび新商品開発への取り組み 

 当社グループの高い売上利益率を支えているのは、お客様の多彩なニーズに対応する豊富な品揃えと高度な切断

技術による商品の提供ならびにクイックデリバリー機能です。今後も日々高度化するお客様のニーズに応えられる

よう、さらに付加価値の高いサービスおよび商品の開発が必要になってきます。その一環として前述した社長直轄

組織の業務統括部に、新サービスおよび商品の開発を担当するセクションを新設しました。急速な需要の回復が困

難である状況下、現有商圏を超えた新たな業界・分野でのシェア獲得を目指し、将来を見据えた独自性の高い新サ

ービスおよび商品の開発に積極的に取り組んでまいります。 

④ 仕組み改善による中国事業の早期黒字化の実現 

 連結子会社の上海白銅精密材料有限公司は、早期に通期での収益黒字化を図ることが課題であります。当社グル

ープ独自のビジネスモデルを浸透させ、売上の増大を図ることはもちろんでありますが、当社と同様に無駄を排除

し業務全般の効率化を図ることにより経費を削減し、販売エリアと商品の絞込み、店頭販売の強化に注力し、確実

に利益を生み出せる仕組みに改善することで早期黒字化を図ります。 

⑤ 内部統制の確立により社会的責任を果たし、企業価値の拡大を図る 

 当社グループはすべてのステークホルダーの皆様にとって価値ある企業を目指す為、コンプライアンスを徹底

し、内部統制システムを改善することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また当社グループに重大

な損害を与える可能性がある不正および誤謬等による財務報告リスク、自然災害および機械故障等による基幹施設

障害リスク、情報漏洩等による情報セキュリティーリスク等を把握し、それらのリスクの発生を未然に防いでいき

ます。 

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,339,814 3,105,211

受取手形及び売掛金 11,678,271 5,724,919

たな卸資産 3,478,762 －

商品及び製品 － 3,581,245

原材料及び貯蔵品 － 29,594

繰延税金資産 195,095 34,666

その他 171,835 272,789

貸倒引当金 △30,045 △16,101

流動資産合計 18,833,734 12,732,325

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,602,845 6,596,196

減価償却累計額 △3,714,281 △3,917,352

建物及び構築物（純額） 1,888,564 2,678,844

機械装置及び運搬具 2,048,750 2,393,791

減価償却累計額 △645,612 △965,998

機械装置及び運搬具（純額） 1,403,137 1,427,792

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 296,922 66,592

その他 497,767 510,475

減価償却累計額 △346,577 △380,299

その他（純額） 151,189 130,175

有形固定資産合計 5,596,239 6,159,828

無形固定資産 627,713 304,948

投資その他の資産   

投資有価証券 601,544 497,756

長期貸付金 2,516 －

繰延税金資産 38,101 35,248

その他 191,083 222,811

投資その他の資産合計 833,246 755,816

固定資産合計 7,057,198 7,220,593

資産合計 25,890,932 19,952,919



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,275,443 5,454,591

短期借入金 1,055,526 2,530,498

未払法人税等 616,237 －

賞与引当金 310,729 78,979

役員賞与引当金 46,000 19,411

未払費用 460,199 277,175

その他 174,393 85,281

流動負債合計 13,938,530 8,445,937

固定負債   

長期借入金 2,516 －

退職給付引当金 13,766 14,360

役員退職慰労引当金 134,470 67,247

その他 27,950 28,750

固定負債合計 178,702 110,357

負債合計 14,117,233 8,556,294

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 9,995,950 9,676,132

自己株式 △713 △713

株主資本合計 11,616,634 11,296,816

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155,666 91,979

為替換算調整勘定 1,398 7,829

評価・換算差額等合計 157,064 99,808

純資産合計 11,773,699 11,396,624

負債純資産合計 25,890,932 19,952,919



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 38,118,301 30,300,810

売上原価 31,038,777 25,086,722

売上総利益 7,079,524 5,214,087

販売費及び一般管理費 4,528,209 4,230,158

営業利益 2,551,315 983,929

営業外収益   

受取利息 1,625 3,268

受取配当金 9,644 10,267

不動産賃貸料 73,142 73,142

為替差益 14,214 －

その他 9,129 15,492

営業外収益合計 107,757 102,171

営業外費用   

支払利息 13,175 17,635

不動産賃貸費用 21,007 14,862

支払手数料 5,830 5,118

為替差損 － 203,107

その他 7,612 37,128

営業外費用合計 47,625 277,853

経常利益 2,611,446 808,246

税金等調整前当期純利益 2,611,446 808,246

法人税、住民税及び事業税 1,164,290 303,532

法人税等調整額 △26,345 205,211

法人税等合計 1,137,944 508,744

当期純利益 1,473,502 299,502



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

前期末残高 621,397 621,397

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 621,397 621,397

利益剰余金   

前期末残高 9,190,097 9,995,950

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △3,029

当期変動額   

剰余金の配当 △667,649 △616,291

当期純利益 1,473,502 299,502

当期変動額合計 805,853 △316,789

当期末残高 9,995,950 9,676,132

自己株式   

前期末残高 △713 △713

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △713 △713

株主資本合計   

前期末残高 10,810,781 11,616,634

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △3,029

当期変動額   

剰余金の配当 △667,649 △616,291

当期純利益 1,473,502 299,502

当期変動額合計 805,853 △316,789

当期末残高 11,616,634 11,296,816



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 280,747 155,666

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △125,081 △63,686

当期変動額合計 △125,081 △63,686

当期末残高 155,666 91,979

為替換算調整勘定   

前期末残高 △35 1,398

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,434 6,430

当期変動額合計 1,434 6,430

当期末残高 1,398 7,829

評価・換算差額等合計   

前期末残高 280,712 157,064

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △123,647 △57,255

当期変動額合計 △123,647 △57,255

当期末残高 157,064 99,808

純資産合計   

前期末残高 11,091,493 11,773,699

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △3,029

当期変動額   

剰余金の配当 △667,649 △616,291

当期純利益 1,473,502 299,502

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △123,647 △57,255

当期変動額合計 682,205 △374,045

当期末残高 11,773,699 11,396,624



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,611,446 808,246

減価償却費 945,051 1,039,459

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,946 △13,944

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,046 △229,259

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 △26,589

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,494 594

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,605 △67,223

受取利息及び受取配当金 △11,269 △13,536

支払利息 13,175 17,635

売上債権の増減額（△は増加） 473,772 5,928,108

たな卸資産の増減額（△は増加） △181,637 △203,562

仕入債務の増減額（△は減少） △1,607,972 △5,796,557

その他 37,066 △42,916

小計 2,269,632 1,400,456

利息及び配当金の受取額 11,269 13,536

利息の支払額 △12,431 △17,882

法人税等の支払額 △1,088,532 △1,039,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,179,938 357,009

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 △963,140 △1,272,020

有形固定資産の売却による収入 12,906 －

無形固定資産の取得による支出 △94,030 △112,789

投資有価証券の取得による支出 △1,924 △1,827

その他投資に係る支出 △13,135 △43,778

その他投資に係る収入 6,563 9,132

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,052,759 △1,421,282

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 161,796 2,204,404

短期借入金の返済による支出 △72,113 △229,655

長期借入金の返済による支出 △227 △502,761

配当金の支払額 △667,632 △615,264

財務活動によるキャッシュ・フロー △578,177 856,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 119 △27,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △450,879 △234,602

現金及び現金同等物の期首残高 3,790,694 3,339,814

現金及び現金同等物の期末残高 3,339,814 3,105,211



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  1社 

 連結子会社名 

  上海白銅精密材料有限公司 

同左 

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は12月31日でありま

す。 

 連結財務諸表作成にあたっては、同日現

在の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

同左 

３．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末の市場価格に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

            同左 

  

  

  

  時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

            同左 

② たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

 主として後入先出法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法）によっております。 

② たな卸資産 

同左  

（会計方針の変更） 

 「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）が平成20年３月31日以前に開始する連

結会計年度に係る連結財務諸表から適用で

きることになったことに伴い、当連結会計

年度から同会計基準を適用しております。

 この変更による影響は軽微でありま

す。  

─────── 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社は、定率法を採用し、連結子会社

は、所在地国の法令に基づく定額法によ

っております。         

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左        

（会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

 この変更による影響は軽微であります。

─────── 

（追加情報） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年度から、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

 この変更による影響は軽微でありま

す。  

─────── 

② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、主として社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

─────── 

  

③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

② 賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  

③ 役員賞与引当金 

 当社は役員に対する賞与支給に備える

ため、支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金 

同左 

  

④ 退職給付引当金 

 当社は従業員の退職給付に備えるた

め、連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産に基づき、必要と認めら

れる額を計上しております。   

④ 退職給付引当金 

同左 

 

   

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社は役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規による連結会計年度末の支

給見込額を計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 在外連結子会社の資産及び負債は、在外

連結子会社決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に含めて計上

しております。 

同左 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 当社はリース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイナン

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によって

おります。 

─────── 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 当社の金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、特例処

理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ取引 

   ヘッジ対象…借入金利 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っておりま

す。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップは特例処理の要件を満た

しているため、有効性の評価を省略して

おります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。 

同左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  

─────── 

  

  

  

  

  

  

─────── 

  

（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） 

 当連結会計年度より「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」（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。 

  

（リース取引に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「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。  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  

─────── 

  

  

  

  

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸

資産」に含まれる「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ3,457,096千円、21,665千円であります。 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 １．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。 

貸出コミットメントの総額  2,000,000 千円

借入実行残高  － 千円

差引額  2,000,000 千円

 １．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。 

貸出コミットメントの総額  2,800,000 千円

借入実行残高  1,000,000 千円

差引額  1,800,000 千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

19,535千円 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

      11,652千円 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。  

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。  

運賃  928,581 千円

貸倒引当金繰入額  9,712   

給与手当  728,077   

賞与引当金繰入額  194,224   

役員賞与引当金繰入額  46,000   

退職給付費用  36,022   

役員退職慰労引当金繰入額  18,605   

業務委託費  703,186   

減価償却費  465,801   

運賃  868,656 千円

貸倒引当金繰入額  539   

給与手当  757,571   

賞与引当金繰入額  51,614   

役員賞与引当金繰入額  19,411   

退職給付費用  36,326   

役員退職慰労引当金繰入額  18,380   

業務委託費  714,630   

減価償却費  486,950   



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  12,840  －  －  12,840

合計  12,840  －  －  12,840

自己株式         

普通株式  0  －  －  0

合計  0  －  －  0

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月11日 

取締役会 
普通株式  667,649  52 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月９日 

取締役会 
普通株式  616,291 利益剰余金  48 平成20年３月31日 平成20年６月27日



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  12,840  －  －  12,840

合計  12,840  －  －  12,840

自己株式         

普通株式  0  －  －  0

合計  0  －  －  0

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月９日 

取締役会 
普通株式  616,291  48 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月12日 

取締役会 
普通株式  141,233 利益剰余金  11 平成21年３月31日 平成21年６月29日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定   3,339,814千円 

現金及び現金同等物 3,339,814千円 

現金及び預金勘定   3,105,211千円 

現金及び現金同等物 3,105,211千円 

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  該当事項はありません。  

  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は次のとおりであり

ます。  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

   
機械及び
装置 

  合計 

    千円  千円

取得価額相当額   669,996  669,996

減価償却累計額相当額   415,566  415,566

期末残高相当額   254,429  254,429

   
機械及び
装置 

  合計 

    千円  千円

取得価額相当額   623,824  623,824

減価償却累計額相当額   460,750  460,750

期末残高相当額   163,074  163,074

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内        92,675千円

１年超  167,228

合計  259,903

１年内      83,206千円

１年超  88,112

合計  171,318

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料        133,500千円

減価償却費相当額  126,674

支払利息相当額  3,755

支払リース料 97,998千円

減価償却費相当額  91,056

支払利息相当額  4,883

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。 

同左 



１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

  

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日） 

取得原価 
連結貸借対
照表計上額 

差額 取得原価 
連結貸借対
照表計上額 

差額 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
                                   

株式（千円）  76,963  335,116  258,152  65,790  219,126  153,335

小計（千円）  76,963  335,116  258,152  65,790  219,126  153,335

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
                             

株式（千円）  －  －  －  13,000  12,202  △798

小計（千円）  －  －  －  13,000  12,202  △798

合計（千円）  76,963  335,116  258,152  78,791  231,328  152,536

  
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日） 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式（千円） 

 

 

    

266,427

 

 

    

266,427



（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

  

１．取引の状況に関する事項 

  

(1）取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワ

ップ取引のみであります。 

  

(1）取引の内容 

 同左 

  

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

  

(2）取引に対する取組方針 

 同左 

  

(3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

(3）取引の利用目的 

 同左 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ取引 

 ヘッジ対象…借入金利 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。 

  

(4）取引に係るリスクの内容 

 同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、管理

部経理課が決裁権限者の承認を得て行っております。 

  

(5）取引に係るリスク管理体制 

 同左 

  

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 特記すべき事項はありません。 

  

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 同左 

  

２．取引の時価等に関する事項 

 当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッ

ジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

２．取引の時価等に関する事項 

  同左 



（退職給付関係）

前連結会計年度 当連結会計年度 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社は昭和39年10月１日付で確定給付型の制度として

適格退職年金制度を全面的に採用しております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日） ２．退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日） 

イ．責任準備金 698,651千円 

ロ．年金資産 684,885  

ハ．退職給付引当金 13,766千円 

イ．責任準備金 719,242千円 

ロ．年金資産 704,882  

ハ．退職給付引当金 14,360千円 

注）「退職給付会計に関する実務指針」に定める簡便

法に基づき、直近の年金財政計算上の責任準備金

を退職給付債務としています。 

注）「退職給付会計に関する実務指針」に定める簡便

法に基づき、直近の年金財政計算上の責任準備金

を退職給付債務としています。 

３．退職給付費用に関する事項（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

３．退職給付費用に関する事項（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

退職給付費用 52,687千円 退職給付費用 53,977千円 

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産   

減価償却繰入限度超過額 77,962千円

賞与引当金損金算入限度超過額  114,649

役員退職慰労引当金否認  53,384

未払事業税否認  45,785

その他  66,009

繰延税金資産合計     357,792千円

繰延税金負債      

貸倒引当金調整  △226

その他有価証券評価差額金  △102,486

固定資産圧縮積立金  △21,881

繰延税金負債合計   △124,595千円

繰延税金資産の純額  233,197千円

繰延税金資産   

減価償却繰入限度超過額      81,916千円

賞与引当金損金算入限度超過額  26,656

役員退職慰労引当金否認  26,697

税務上の繰越欠損金  257,631

その他  36,945

繰延税金資産小計   429,848

評価性引当額   △277,477

繰延税金資産合計     152,370千円

繰延税金負債      

その他  △17

その他有価証券評価差額金  △60,557

固定資産圧縮積立金  △21,881

繰延税金負債合計 △82,455千円

繰延税金資産の純額      69,915千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率  39.7％

（調整）   

交際費 0.2 

住民税均等割  0.7 

役員賞与引当金 0.7 

在外連結子会社の当期損失額  1.5 

その他  0.8 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 43.6 

法定実効税率 39.7％

（調整）   

交際費  0.7 

住民税均等割  2.2 

役員賞与引当金  1.0 

在外連結子会社の当期損失額  16.6 

評価性引当金 

その他 

 2.5 

 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
62.9 



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 全セグメントの売上高及び資産の合計に占める日本の売上高及び資産の割合が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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 全セグメントの売上高及び資産の合計に占める日本の売上高及び資産の割合が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。  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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。

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用して

おります。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 917円 00銭

１株当たり当期純利益金額       114円 76銭

１株当たり純資産額    887円 63銭

１株当たり当期純利益金額        23円 33銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま 

せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま 

せん。 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（千円）  1,473,502  299,502

普通株主に帰属しない金額（千円）   －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,473,502  299,502

期中平均株式数（株）  12,839,408  12,839,408

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,414,932 3,116,040

受取手形 3,829,374 1,778,670

売掛金 7,999,965 3,868,684

商品 2,947,923 －

商品及び製品 － 3,123,138

貯蔵品 21,665 －

原材料及び貯蔵品 － 29,594

前払費用 30,670 32,427

繰延税金資産 185,400 27,385

関係会社短期貸付金 － 420,000

未収入金 123,462 144,634

その他 3,564 90,853

貸倒引当金 △81,536 △67,064

流動資産合計 18,475,422 12,564,365

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,080,295 5,953,843

減価償却累計額 △3,386,244 △3,558,014

建物（純額） 1,694,051 2,395,828

構築物 412,739 467,615

減価償却累計額 △301,196 △321,936

構築物（純額） 111,543 145,678

機械及び装置 1,737,673 2,111,952

減価償却累計額 △567,508 △854,687

機械及び装置（純額） 1,170,165 1,257,264

車両運搬具 57,536 67,665

減価償却累計額 △25,640 △42,136

車両運搬具（純額） 31,896 25,529

工具、器具及び備品 497,574 510,312

減価償却累計額 △346,454 △380,168

工具、器具及び備品（純額） 151,119 130,143

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 296,922 64,531

有形固定資産合計 5,312,123 5,875,399

無形固定資産   

ソフトウエア 562,872 214,771

電話加入権 14,439 14,439

無形固定資産合計 577,311 229,211



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 601,544 497,756

関係会社出資金 0 0

従業員長期貸付金 2,516 －

長期前払費用 7,270 9,120

繰延税金資産 38,101 35,248

差入保証金 － 211,244

その他 181,215 110

投資その他の資産合計 830,648 753,479

固定資産合計 6,720,083 6,858,090

資産合計 25,195,505 19,422,456

負債の部   

流動負債   

支払手形 5,548,436 2,695,885

買掛金 5,728,195 2,757,574

短期借入金 － 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 500,245 －

未払金 80,911 34,952

未払費用 442,470 257,454

未払法人税等 616,237 －

未払消費税等 50,457 20,112

預り金 15,516 13,805

前受収益 6,400 6,400

賞与引当金 288,790 67,145

役員賞与引当金 46,000 19,411

その他 8,150 9,989

流動負債合計 13,331,811 7,882,731

固定負債   

長期借入金 2,516 －

退職給付引当金 13,766 14,360

役員退職慰労引当金 134,470 67,247

その他 27,950 28,750

固定負債合計 178,702 110,357

負債合計 13,510,514 7,993,088



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

資本準備金 621,397 621,397

資本剰余金合計 621,397 621,397

利益剰余金   

利益準備金 214,125 214,125

その他利益剰余金   

別途積立金 7,960,000 8,660,000

固定資産圧縮積立金 33,235 33,235

繰越利益剰余金 1,701,280 809,343

利益剰余金合計 9,908,640 9,716,704

自己株式 △713 △713

株主資本合計 11,529,325 11,337,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155,666 91,979

評価・換算差額等合計 155,666 91,979

純資産合計 11,684,991 11,429,367

負債純資産合計 25,195,505 19,422,456



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 37,991,722 30,049,871

売上原価   

商品期首たな卸高 2,895,446 2,947,923

当期商品仕入高 27,812,176 22,016,599

加工・サービス原価 3,241,617 3,082,793

合計 33,949,239 28,047,317

商品期末たな卸高 2,947,923 3,123,138

商品売上原価 31,001,316 24,924,178

売上総利益 6,990,406 5,125,692

販売費及び一般管理費 4,330,487 4,022,230

営業利益 2,659,918 1,103,462

営業外収益   

受取利息 700 3,551

受取配当金 9,644 10,267

不動産賃貸料 73,142 73,142

その他 11,941 15,301

営業外収益合計 95,429 102,262

営業外費用   

支払利息 6,947 3,669

不動産賃貸費用 21,007 14,862

支払手数料 5,830 5,118

為替差損 － 13,216

その他 6,897 29,513

営業外費用合計 40,683 66,381

経常利益 2,714,664 1,139,344

特別損失   

関係会社出資金評価損 114,674 208,660

貸倒引当金繰入額 50,920 －

特別損失合計 165,594 208,660

税引前当期純利益 2,549,070 930,684

法人税、住民税及び事業税 1,164,290 303,532

法人税等調整額 △26,428 202,797

法人税等合計 1,137,861 506,329

当期純利益 1,411,208 424,354



加工・サービス原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ  労務費          996,987  30.8        916,337  29.7

Ⅱ  経費                                      

１．減価償却費    434,565              502,206            

２．支払リース料    156,713              117,216            

３．外注費    505,112              474,074            

４．業務委託費    550,995              484,179            

５．消耗品費    256,950              221,495            

６．その他    340,292  2,244,629  69.2  367,284  2,166,456  70.3

加工・サービス原価          3,241,617  100.0        3,082,793  100.0



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 621,397 621,397

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 621,397 621,397

資本剰余金合計   

前期末残高 621,397 621,397

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 621,397 621,397

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 214,125 214,125

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 214,125 214,125

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 7,030,000 7,960,000

当期変動額   

別途積立金の積立 930,000 700,000

当期変動額合計 930,000 700,000

当期末残高 7,960,000 8,660,000

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 58,437 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △58,437 －

当期変動額合計 △58,437 －

当期末残高 － －

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 － 33,235

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 33,235 －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 33,235 －

当期末残高 33,235 33,235

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,862,519 1,701,280

当期変動額   

剰余金の配当 △667,649 △616,291

別途積立金の積立 △930,000 △700,000

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 58,437 －

固定資産圧縮積立金の積立 △33,235 －

当期純利益 1,411,208 424,354

当期変動額合計 △161,239 △891,936

当期末残高 1,701,280 809,343

利益剰余金合計   

前期末残高 9,165,081 9,908,640

当期変動額   

剰余金の配当 △667,649 △616,291

別途積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

当期純利益 1,411,208 424,354

当期変動額合計 743,559 △191,936

当期末残高 9,908,640 9,716,704

自己株式   

前期末残高 △713 △713

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △713 △713

株主資本合計   

前期末残高 10,785,765 11,529,325

当期変動額   

剰余金の配当 △667,649 △616,291

別途積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

当期純利益 1,411,208 424,354

当期変動額合計 743,559 △191,936

当期末残高 11,529,325 11,337,388



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 280,747 155,666

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △125,081 △63,686

当期変動額合計 △125,081 △63,686

当期末残高 155,666 91,979

評価・換算差額等合計   

前期末残高 280,747 155,666

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △125,081 △63,686

当期変動額合計 △125,081 △63,686

当期末残高 155,666 91,979

純資産合計   

前期末残高 11,066,513 11,684,991

当期変動額   

剰余金の配当 △667,649 △616,291

別途積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

当期純利益 1,411,208 424,354

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △125,081 △63,686

当期変動額合計 618,477 △255,623

当期末残高 11,684,991 11,429,367



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記



重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法）によ

っております。 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

同左  

（1）商品 

  後入先出法 

（1）商品 

同左 

（2）貯蔵品 

  終仕入原価法 

（2）貯蔵品 

同左  

（会計方針の変更） 

 「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）が平成20年３月31日以前に開始する事

業年度に係る財務諸表から適用できること

になったことに伴い、当事業年度から同会

計基準を適用しております。 

 この変更による影響はありません。  

─────── 



項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法  

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度か

ら、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 この変更による影響は軽微でありま

す。 

─────── 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度から取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 この変更による影響は軽微でありま

す。 

─────── 

  (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法、それ以外の無形固定資産に

ついては、法人税法の規定に基づく定額

法によっております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ─────── 

  

(3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

  (4）長期前払費用 

 法人税法の規定に基づく定額法 

(4）長期前払費用 

同左 



項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。 

(3）役員賞与引当金 

同左 

  

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、期末

における退職給付債務及び年金資産に基

づき必要と認められる額を計上すること

としております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規による期末要支給見込額を計上

しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・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によっておりま

す。  

─────── 

  

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしているため、特例処理を採

用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金利 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っておりま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップは特例処理の要件を満た

しているため、有効性の評価を省略して

おります。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  

────── 

（リース取引に関する会計基準） 

 当事業年度より「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。  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  

────── 

（貸借対照表） 

 前期まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「差入保証金」は、当期において、資産の総

額の100分の1を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「差入保証金」は、176,380千円であり

ます。 



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

 １．保証債務 

 子会社の金融機関からの借入に対する保証債務額 

                    531,943千円 

 １．保証債務 

 子会社の金融機関からの借入に対する保証債務額 

                    532,161千円 

 ２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と

貸出コミットメント契約を締結しております。 

貸出コミットメントの総額  2,000,000 千円

借入実行残高  － 千円

差引額  2,000,000 千円

 ２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と

貸出コミットメント契約を締結しております。 

貸出コミットメントの総額  2,800,000 千円

借入実行残高  1,000,000 千円

差引額  1,800,000 千円



第59期（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

第60期（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。  

 14,402千円  

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。  

13,324千円  

※２．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

割合はおおよそ56％であり、一般管理費に属する費用

の割合はおおよそ44％であります。  

 なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。  

※２．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

割合はおおよそ53％であり、一般管理費に属する費用

の割合はおおよそ47％であります。  

 なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。  

運賃        908,272千円

貸倒引当金繰入額  9,867

給与手当  671,889

賞与  192,560

賞与引当金繰入額  177,893

役員賞与引当金繰入額  46,000

退職給付費用  36,022

役員退職慰労引当金繰入額  18,605

業務委託費  665,797

減価償却費  461,829

運賃         千円845,848

給与手当  693,856

賞与  171,465

賞与引当金繰入額  42,934

役員賞与引当金繰入額  19,411

退職給付費用  36,326

役員退職慰労引当金繰入額  18,380

業務委託費  678,607

減価償却費  478,692

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  0  －  －  0

合計  0  －  －  0

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  0  －  －  0

合計  0  －  －  0



第59期（平成20年３月31日現在） 

 子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

第60期（平成21年３月31日現在） 

 子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

  

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 該当事項はありません。  

  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は次のとおりであり

ます。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額  

   
機械及び
装置 

  合計 

    千円  千円

取得価額相当額   669,996  669,996

減価償却累計額相当額   415,566  415,566

期末残高相当額   254,429  254,429

    
機械及び
装置 

  合計 

    千円  千円

取得価額相当額   623,824  623,824

減価償却累計額相当額   460,750  460,750

期末残高相当額   163,074  163,074

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内         92,675千円

１年超  167,228

合計  259,903

１年内     83,206千円

１年超  88,112

合計  171,318

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料        133,500千円

減価償却費相当額  126,674

支払利息相当額  3,755

支払リース料 97,998千円

減価償却費相当額  91,056

支払利息相当額  4,883

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

（有価証券関係）



（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産   

減価償却超過額      77,962千円

賞与引当金損金算入限度超過額  114,649

役員退職慰労引当金否認  53,384

未払事業税否認  45,785

関係会社出資金評価損  186,627

その他  76,303

繰延税金資産小計  554,713千円

評価性引当額  △206,843

繰延税金資産合計 347,870千円

繰延税金負債      

固定資産圧縮積立金  △21,881

その他有価証券評価差額金  △102,486

繰延税金負債合計 △124,368千円

繰延税金資産の純額 223,502千円

繰延税金資産   

減価償却超過額      81,916千円

賞与引当金損金算入限度超過額  26,656

役員退職慰労引当金否認  26,697

関係会社出資金評価損  269,465

その他  49,863

繰延税金資産小計     454,599千円

評価性引当額  △309,526

繰延税金資産合計     145,073千円

繰延税金負債      

固定資産圧縮積立金  △21,881

その他有価証券評価差額金  △60,557

繰延税金負債合計    △82,438千円

繰延税金資産の純額      62,634千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率  39.7%

（調整）     

交際費  0.2

住民税均等割  0.7

役員賞与引当金  0.7

評価性引当額  2.6

その他  0.7

税効果会計適用後の法人税等の負

担率  44.6
  

法定実効税率 39.7%

（調整）     

交際費  0.6

住民税均等割  1.9

役員賞与引当金  0.8

評価性引当額  11.0

その他   0.4

税効果会計適用後の法人税等の負

担率  54.4



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額   910円 09銭

１株当たり当期純利益金額   109円 91銭

１株当たり純資産額      890円 18銭

１株当たり当期純利益金額      33円 05銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

  
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（千円）  1,411,208  424,354

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,411,208  424,354

期中平均株式数（株）  12,839,408  12,839,408

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 



(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

 ・退任予定取締役 

   取締役 倉橋成幸  

     

(2）販売の状況 

（単位：千円、％） 

（注）１．数量については、同一品目のなかでも形状・仕様が多岐にわたり把握が困難なため記載を省略しております。

   ２．金額は販売価額で表示しており、消費税等を含んでおりません。  

６．その他

   期別 
前連結会計年度 

（自平成19年４月１日  
   至平成20年３月31日）  

当連結会計年度 
（自平成20年４月１日  

   至平成21年３月31日） 

増減  

  

  品目  金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

在庫品 

アルミ 13,168,625 34.6 10,175,394 33.6 △2,993,231 △22.7

伸銅 5,100,007 13.4 3,820,484 12.6 △1,279,522 △25.1

ステンレス 5,690,832 14.9 4,398,614 14.5 △1,292,217 △22.7

特殊鋼 288,900 0.7 475,443 1.6 186,543 64.6

その他  415,908 1.1 393,242 1.3 △22,665 △5.5

計 24,664,273 64.7 19,263,180 63.6 △5,401,092 △21.9

特注品 

アルミ 11,287,086 29.6 9,527,274 31.4 △1,759,811 △15.6

伸銅 755,214 2.0 589,070 1.9 △166,144 △22.0

ステンレス 756,686 2.0 488,349 1.6 △268,337 △35.5

特殊鋼 292,706 0.7 163,951 0.6 △128,755 △44.0

その他  362,333 1.0 268,983 0.9 △93,350 △25.8

計 13,454,028 35.3 11,037,629 36.4 △2,416,398 △18.0

合計 38,118,301 100.0 30,300,810 100.0 △7,817,491 △20.5
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