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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 24,015 △55.3 250 △73.0 221 △71.3 466 24.3
21年3月期第1四半期 53,771 ― 928 ― 772 ― 375 ―

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

22年3月期第1四半期 175.16 175.13
21年3月期第1四半期 140.87 138.27

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

22年3月期第1四半期 35,337 7,632 21.0 2,786.27
21年3月期 39,137 7,325 18.2 2,671.02

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,422百万円 21年3月期  7,115百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 85.00 85.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 85.00 85.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

46,500 △55.4 250 △85.1 440 △68.4 390 △43.7 146.39

通期 108,500 △34.4 1,100 △33.1 1,200 24.0 770 323.3 289.03



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、７ページ 「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご参照下さい。 

(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、７ページ 「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご参照下さい。 

(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 
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条件およ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、６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。 

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） 22年3月期第1四半期 2,664,100株 21年3月期  2,664,100株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  0株 21年3月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 2,664,100株 21年3月期第1四半期 2,663,937株



 当第１四半期における世界経済は、平成20年９月以降の金融危機以降、主要国における大規模な経済対策の実

施及び各国の政策協調等により、中国等アジア諸国を中心に回復に転じはじめたものの、欧米諸国においては依

然として生産の減少が続き、深刻な景気後退局面が継続いたしました。 

 わが国経済においても株式市況の底打ちや経済対策等により一部に持ち直しが見られるものの、企業収益の悪

化に伴う設備投資の大幅な減少や雇用情勢の悪化から、依然として厳しい経済環境が続いております。 

 当社グループを取巻く非鉄金属業界においては、主要需要業界における在庫調整等が一巡したことに伴い、非

鉄金属需要が少しずつ回復の兆しを見せつつあるものの、その需要レベルはいまだ低水準であり厳しい事業環境

で推移いたしました 

 このような経済環境下において、当社グループの主要取引先である自動車、家電、半導体関連業界において

も、取引は回復の兆しをみせたものの、前年同期に比べ全事業分野において取扱いは大幅に減少いたしました。

利益面においても、主に外貨建取引による為替差益により営業外収支の改善等が見受けられたものの、大幅な売

上高の減少を受けて営業利益、経常利益ともに大幅減益となりました。一方、平成21年４月１日に当社が特別目

的会社として設立したアルコニックス・ハヤシ株式会社を通して、電気用伸銅品問屋である林金属株式会社の全

株式を取得し子会社化したことに伴い、発生した負ののれん発生益346百万円を特別利益に計上したことにより四

半期純利益は前年同期に比べ、増益となりました。 

 この結果、当第１四半期における連結経営成績は、売上高24,015百万円（前年同期比55.3％減）、営業利益250

百万円（同73.0％減）、経常利益221百万円（同71.3％減）、当期純利益466百万円（同24.3％増）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 

 当第１四半期においては半導体素材、自動車部品、電機及びＩＴ関連部材等で行きすぎた在庫調整の反動によ

る需要増が見うけられ、取扱いの減少は前第４四半期が大底であったことが確認される結果となりました。しか

しながら建設、不動産関係、及び大型設備投資に係る材料等は依然として需要が低迷しており、一般産業用素材

の回復と比べると明暗を分ける形となりました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は9,008百万円（前年同期比49.3％減）、営業損失76百万円（前年同期

は営業利益144百万円）となりました。  

・電子・機能材事業 

 実体経済の大幅な収縮と需要の後退、及び非鉄金属市況の低迷により引続き減収であったものの、主要取引先

における在庫調整が一巡したことにより需要は分野別に違いはあるものの若干回復基調にあります。二次電池、

液晶分野においてはその需要に回復が見受けられましたが、自動車分野においてはいまだ本格的な回復の兆しが

見えておりません。また欧米向け化学プラント用途のチタン、ニッケル製品の輸出も大幅に減速しましたが、中

国の電力向けチタン製品の輸出は前年同期並の水準を確保いたしました。 

 レアメタルの分野につきましても、主要取扱品であるチタンスポンジ、タングステン、モリブデンの取扱いは

自動車産業をはじめとする主要取引先の生産減少の影響から回復が遅れており、前年同期に比べ大きく減少いた

しました。また磁性材料用途のレアアースの取扱いはハイブリッド自動車の生産増加に伴い引合いは増加してい

るものの、前年同期に比べ低い水準で推移いたしました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は10,314百万円（同51.3％減）、営業利益315百万円（同40.3％減）と

なりました。  

・非鉄原料事業 

 当第１四半期は、前第４四半期から続く実需の減速に伴う急激な在庫調整と相場急落を引きずる状況となり、

前年同期比50％程度に留まった自動車業界の需要低迷で在庫調整が一部継続されました。自動車業界向けアルミ

合金塊、アルミ屑、銅屑並びに金属珪素、及び鉄鋼ミル向けアルミ脱酸材の取扱いは低調に終わり、加えてアル

ミ・銅市況が前年同期に比べ各々53％減、48％減と低迷したことにより、売上数量、売上金額ともに減少いたし

ました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は3,514百万円（同71.3％減）、営業利益20百万円（同91.1％減）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 

建設業界の事業環境は依然として厳しい状況が続いており、住宅着工と設備投資の低迷で需要が振るわず、在

庫調整も滞っているために自動車、家電業界に比べ建設需要の回復は遅れております。当セグメントが得意とす

る黄銅棒や配管機材、及び金型、建設部材等の取扱いにおいては数量・価格ともに前年同期に比べ大幅な減少と

なりました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は1,505百万円（同57.4％減）、営業損失14百万円（前年同期は営業利

益16百万円）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 

 当第１四半期の国内においては、当社グループの主要取引先である自動車、家電、半導体関連業界にて、在庫

調整の一巡から需要が徐々に回復に向かっているものの、その取扱高は非常に低いレベルで推移いたしました。

特に自動車業界向けのアルミ再生塊や、アルミスクラップ及び電池材料や化合物半導体等の取引が減少いたしま

した。また自動車及びハイテク家電向けの大幅な需要減により磁性材用途のレアアースを含むレアメタルの取扱

いは数量、売上高ともに減少いたしました。 

 この結果、当セグメントにおける売上高は22,007百万円（前年同期比56.9％減）、営業利益239百万円（同

73.0％減）となりました。 

・ドイツ  

 主要取扱品である化学プラント・造船用途の熱交換器用チタン製品等の当第１四半期取扱いは、年間契約残高

の販売が寄与したことにより数量、単価ともに各々10％、7％増加いたしました。 

 この結果、当セグメントにおける売上高は2,146百万円、営業利益13百万円となりました。  

・その他 

世界的な景気減速の影響を受け、中国を中心としたアジア地域においても銅製品の販売が低調に推移いたしま

した。また米州地域では電子材料を中心に売上が減少いたしました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は1,650百万円（同75.2％減）、営業損失4百万円（前年同期は営業利

益42百万円）となりました。 

(注)１．前第１四半期連結会計期間におけるその他の地域は、中国、東南アジア、米国及びドイツであり、売上

高、営業損益及び資産が単独地域で全セグメントの売上高、営業損益及び資産の10％未満であったた

め、その他の地域に一括して記載しておりましたが、前連結会計年度において、ドイツの資産の金額が

全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合が10％を超えることとなったため、当第１四半期連結

会計期間より、「日本」、「ドイツ」、及び「その他の地域」の区分による所在地別セグメント情報の

記載を継続的に行っております。なお、当第１四半期連結会計期間におけるその他の地域は、中国、東

南アジア、及び米国であります。  

２．「その他の地域」の前年同期比の算出について、当第１四半期連結会計期間はドイツを除いた数値で比

較しております。またドイツは、前第１四半期連結会計期間において「その他の地域」に含まれてお

り、比較数値がないために前年同期比は記載しておりません。 



(１）財政状態 

① 流動資産 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は33,096百万円であり、前連結会計年度末比4,195百万円

の減少となりました。主な内訳は現金及び現金同等物の減少1,160百万円、取引の減少によるたな卸資産の

減少2,752百万円、未収入金の減少307百万円、及び輸入取引の減少による消費税還付未収入金の減少134百

万円であります。  

② 固定資産 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産は2,240百万円であり、前連結会計年度末比395百万円の

増加となりました。主な内訳は林金属株式会社の連結子会社化に伴う土地、建物及び建物付属設備を中心

とした有形固定資産の増加467百万円であります。  

③ 流動負債 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は24,264百万円であり、前連結会計年度末比6,012百万円

の減少となりました。主な内訳は取引の減少に伴う支払手形及び買掛金の減少4,137百万円、及び短期借入

金の減少2,456百万円であります。 

④ 固定負債 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債は3,440百万円であり、前連結会計年度末比1,905百万円

の増加となりました。主な内訳は長期借入金の増加1,925百万円であります。  

⑤ 純資産 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は7,632百万円であり、前連結会計年度末比307百万円の増

加となりました。主な内訳は利益剰余金の増加240百万円、繰延ヘッジ損益の増加31百万円、及び新株予約

権の増加4百万円であります。  

(２）経営成績 

① 売上高 

アルミ再生塊、アルミスクラップ及び電池材料や化合物半導体等、そしてレアメタル全般における取引

は、主要取引先である自動車、家電、半導体業界における需要低迷のため前年同期に比べ大きく減少いた

しました。この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比55.3％減の24,015百万円となり

ました。 

② 売上総利益 

 当社グループの主力取扱品を中心に売上高が大きく減少したことに加え、たな卸資産の簿価切下げによ

り在庫評価損188百万円を計上した結果、当第１四半期連結会計期間の売上総利益は前年同期比35.6％減の

1,243百万円となりました。  

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が増加した一方、コストダウンの推進がその他経

費の低減に寄与したことにより当第１四半期連結会計期間の販売費及び一般管理費は前年同期比1.0％減の

993百万円となりました。  

④ 営業利益 

上記の結果、当第１四半期連結会計期間の営業利益は前年同期比73.0％減の250百万円となりました。 

⑤ 営業外収益、営業外費用 

 外貨建決済取引に係る為替差益の増加、金融費用の減少により営業外収支（営業外収益－営業外費用）

は改善したものの、当第１四半期連結会計期間の営業外収支は28百万円の費用超となりました（前年同期

は156百万円の費用超）。 

⑥ 経常利益 

 上記の結果、当第１四半期連結会計期間の経常利益は前年同期比71.3％減の221百万円となりました。 

⑦ 特別利益、特別損失 

アルコニックス・ハヤシ株式会社による林金属株式会社の全株式取得、子会社化に伴い発生した負のの

れん発生益346百万円、貸倒引当金戻入額18百万円を特別利益に計上しましたが、一方、特別損失として

は、投資有価証券評価損2百万円を計上しました。  

⑧ 四半期純利益 

 税金等調整前四半期純利益583百万円から法人税等113百万円、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3百万円を差引き、当第１四半期連結

会計期間の四半期純利益は前年同期比24.3％増の466百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報



(３）キャッシュ・フローの状況 

当第１四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960百万円減少

し、5,649百万円となりました。 

当第１四半期連結会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、225百万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583百万円、売上債権の減少額455百万円、たな卸資産の減少額3,396百万円、及び未収入金の減

少311百万円であります。一方、主な減少要因は仕入債務の減少額4,305百万円、及び法人税等の支払額211

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、253百万円の減少となりました。主な減少要因は有形固定資産の

取得による支出12百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円、及び連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による支出241百万円であります。  

(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、948百万円の減少となりました。主な増加要因は長期借入金の純

増加額1,757百万円であります。一方、主な減少要因は短期借入金の純減少額2,470百万円、配当金の支払

額226百万円であります。 

  

 当第１四半期連結会計期間の業績は概ね期初の予想の範囲内であり、現時点において平成21年５月15日に発表

しました連結業績予想数値を変更いたしません。 

 なお、当社は平成21年７月22日及び同年８月３日に開示しました「株式の取得（子会社化）及び中間持株会社

設立に関するお知らせ」のとおり、当社100％出資の中間持株会社であるアルコニックス・オオカワ株式会社を設

立して、当該中間持株会社により株式会社大川電機製作所の全株式を取得し、子会社化しました。また、平成21

年９月８日を効力発生日として、アルコニックス・オオカワ株式会社と株式会社大川電機製作所は合併し、アル

コニックス・オオカワ株式会社は消滅し、株式会社大川電機製作所が存続会社となり、当社が直接出資する子会

社となる予定であります。この結果、平成22年３月期第２四半期業績から連結対象となる予定であります。この

ことから、当期（平成22年３月期）連結業績に与える影響は現在精査中であります。これにより精査後修正が必

要と判断した場合は速やかに公表いたします。  

３．連結業績予想に関する定性的情報



 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１四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。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

① 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」

（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 

平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）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 平成

20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において 初に実施される企業結合及び事

業分離等から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用しております。  

② 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13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ございません。 

  

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,449,222 6,609,709

受取手形及び売掛金 16,020,582 16,025,385

有価証券 200,000 －

商品及び製品 9,736,357 12,489,292

その他 1,842,997 2,333,110

貸倒引当金 △152,475 △165,654

流動資産合計 33,096,684 37,291,843

固定資産   

有形固定資産 702,630 235,481

無形固定資産   

のれん 57,106 63,925

その他 677,124 715,727

無形固定資産合計 734,231 779,652

投資その他の資産 803,715 830,072

固定資産合計 2,240,577 1,845,206

資産合計 35,337,262 39,137,050

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,205,108 17,342,602

短期借入金 7,928,792 10,385,718

1年内返済予定の長期借入金 1,281,400 849,700

1年内償還予定の社債 660,000 660,000

未払法人税等 128,175 199,124

賞与引当金 273,875 178,434

その他 786,862 661,287

流動負債合計 24,264,213 30,276,867

固定負債   

社債 540,000 540,000

長期借入金 2,665,600 740,200

退職給付引当金 177,368 185,263

役員退職慰労引当金 57,398 69,219

その他 135 125

固定負債合計 3,440,502 1,534,808

負債合計 27,704,716 31,811,676



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,090,073 2,090,073

資本剰余金 1,132,296 1,132,296

利益剰余金 4,226,473 3,986,266

株主資本合計 7,448,843 7,208,636

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,577 6,869

繰延ヘッジ損益 50,298 19,154

為替換算調整勘定 △89,826 △118,804

評価・換算差額等合計 △25,950 △92,780

新株予約権 33,741 29,132

少数株主持分 175,911 180,384

純資産合計 7,632,545 7,325,373

負債純資産合計 35,337,262 39,137,050



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 53,771,588 24,015,176

売上原価 51,840,115 22,771,434

売上総利益 1,931,472 1,243,741

販売費及び一般管理費 1,003,387 993,593

営業利益 928,085 250,148

営業外収益   

受取利息 7,432 3,054

仕入割引 7,692 3,770

受取配当金 33,802 9,869

為替差益 － 66,999

その他 12,159 11,375

営業外収益合計 61,086 95,069

営業外費用   

支払利息 53,295 40,118

社債利息 5,347 4,123

売上割引 4,520 2,292

為替差損 76,716 －

為替予約評価損 － 41,926

手形売却損 31,536 12,546

その他 45,719 22,462

営業外費用合計 217,136 123,469

経常利益 772,035 221,747

特別利益   

固定資産売却益 867 －

貸倒引当金戻入額 9,535 18,401

負ののれん発生益 － 346,361

特別利益合計 10,403 364,762

特別損失   

固定資産売却損 546 8

固定資産除却損 － 42

投資有価証券評価損 － 2,645

子会社清算損 5,900 －

特別損失合計 6,447 2,696

税金等調整前四半期純利益 775,991 583,812

法人税等 390,201 113,539

少数株主損益調整前四半期純利益 － 470,272

少数株主利益 10,510 3,617

四半期純利益 375,279 466,655



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 775,991 583,812

減価償却費 14,177 53,382

のれん償却額 11,320 6,962

負ののれん発生益 － △346,361

株式報酬費用 3,268 4,608

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,084 △15,990

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,295 82,244

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,280 △7,894

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,761 △11,821

受取利息及び受取配当金 △41,235 △12,924

支払利息 53,295 40,118

社債利息 5,347 4,123

為替差損益（△は益） △2,483 17,999

為替予約評価損益（△は評価益） － 41,926

固定資産売却損益（△は益） △320 8

固定資産除却損 － 42

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,645

売上債権の増減額（△は増加） 1,240,721 455,680

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,376 3,396,018

仕入債務の増減額（△は減少） △1,647,707 △4,305,172

未収消費税等の増減額（△は増加） △134,088 148,908

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△14,262 △1,169

前渡金の増減額（△は増加） 4,096 34,913

前払費用の増減額（△は増加） 20,536 17,415

未収入金の増減額（△は増加） △38,353 311,595

短期差入保証金の増減額（△は増加） △196 84

長期差入保証金の増減額（△は増加） △2,657 △2,607

未払金の増減額（△は減少） 1,844 19,960

未払費用の増減額（△は減少） 27,399 △82

前受金の増減額（△は減少） 293,766 △120,115

預り金の増減額（△は減少） 105,361 29,892

その他 △26,476 38,598

小計 778,973 466,806

利息及び配当金の受取額 41,099 6,323

利息の支払額 △54,474 △36,484

法人税等の支払額 △493,871 △211,338

営業活動によるキャッシュ・フロー 271,727 225,307



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △30,351 △12,062

有形固定資産の売却による収入 2,074 2

無形固定資産の取得による支出 △200,264 △9,010

投資有価証券の取得による支出 △39,820 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △241,386

営業譲受による支出 △85,861 －

貸付金の回収による収入 － 8,607

投資活動によるキャッシュ・フロー △354,222 △253,849

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） 1,297,072 △2,470,234

長期借入れによる収入 200,000 2,500,000

長期借入金の返済による支出 △34,900 △742,900

株式の発行による収入 1,276 －

配当金の支払額 △226,432 △226,494

少数株主への配当金の支払額 △6,280 △8,978

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,230,735 △948,607

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100,487 16,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,047,752 △960,487

現金及び現金同等物の期首残高 4,508,717 6,609,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,556,470 5,649,222



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

ａ．事業の種類別セグメント情報  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

ｂ．所在地別セグメント情報  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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 
 17,684,527 20,635,318 12,010,971 3,440,770  53,771,588  － 53,771,588

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 95,134 523,345 244,351 93,611  956,442 (956,442) －

計    17,779,661  21,158,664 12,255,323  3,534,381  54,728,030 (956,442) 53,771,588

営業利益  144,019 527,712 234,318  16,573  922,623  5,462  928,085

  
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 
 8,975,900 10,079,611 3,473,349 1,486,314  24,015,176  － 24,015,176

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 32,430 234,664 40,848 18,870  326,813 (326,813) －

計    9,008,330  10,314,275 3,514,198  1,505,185  24,341,989 (326,813) 24,015,176

営業利益  △76,197 315,073 20,928  △14,599  245,205  4,942  250,148

  
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 47,890,611 5,880,976 53,771,588  － 53,771,588

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
3,152,280 833,503 3,985,783 (3,985,783) －

計 51,042,891 6,714,480 57,757,371 (3,985,783) 53,771,588

営業利益 884,342 42,519 926,861  1,223 928,085



当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

 該当事項はありません。 

  

  
日本 

（千円） 
ドイツ 
（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  20,386,347 2,060,909 1,567,919  24,015,176  － 24,015,176

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,620,737 85,971 82,482  1,789,190 (1,789,190) －

計  22,007,084 2,146,881 1,650,402  25,804,367 (1,789,190) 24,015,176

営業利益  239,163 13,947 △4,231  248,878  1,269 250,148

  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） 10,565,994 1,801,272 3,312,272  325,254 16,004,794

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  － 53,771,588

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
19.6 3.4 6.2  0.6 29.8

  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） 5,624,308 438,683 2,826,514  260,023 9,149,530

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  － 24,015,176

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
23.4 1.8 11.8  1.1 38.1

（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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