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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 49,100 △52.9 545 △67.5 535 △61.6 1,395 101.4
21年3月期第2四半期 104,182 ― 1,677 ― 1,393 ― 693 ―

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2四半期 524.00 523.88
21年3月期第2四半期 260.21 256.59

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2四半期 37,651 8,556 22.2 3,130.54
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2四半期  8,340百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
（注）詳細は、７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」をご参照下さい。 

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

通期 108,500 △34.4 1,400 △14.9 1,200 △24.0 1,650 807.1 619.35



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）  有  

（注）詳細は、８ページ 「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご参照下さい。 

(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、８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、８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 
１．平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期通期業績予想について、本日発表の「業績予想の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、７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2四半期 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2四半期  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2四半期 2,664,100株 21年3月期第2四半期 2,664,019株



当第２四半期における世界経済は、主要国における大規模な経済対策の実施等により景気の悪化に歯止めがか

かり、中国を中心とするアジア諸国等においては内需を中心に成長率が回復傾向にありますが、欧米諸国におい

ては依然として景気低迷が続いております。 

わが国経済においても急速な景気悪化は止まり、一部に需要の回復が見られるものの、企業収益の低迷と民間

設備投資の抑制が続いており、依然として厳しい経済環境で推移いたしました。 

当社グループを取巻く非鉄金属業界においても、アルミ、銅、ニッケル等非鉄金属市況に回復が見られ、また

主要需要業界における生産も前四半期以降、上向きに転じたことに伴い非鉄金属需要も回復の兆しが見られまし

たが、そのレベルはいまだ低水準であります。 

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

向けにおける取扱いの一部に回復がみられたものの、前年同期に比べ全事業分野において大幅な減収となりまし

た。収益面においては、売上高の減少を受け、営業利益及び経常利益はともに大幅な減益でありましたが、平成

21年４月１日の林金属株式会社の株式取得、及び同年８月３日の株式会社大川電機製作所株式取得による負のの

れん発生益1,090百万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、大幅な増益となりまし

た。 

 この結果、当第２四半期における連結経営成績は、売上高49,100百万円（前年同期比52.9％減）、営業利益545

百万円（同67.5％減）、経常利益535百万円（同61.6％減）、四半期純利益1,395百万円（同101.4％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 

前第２四半期末以降における行き過ぎた在庫調整の反動から、当第２四半期においては、半導体素材、自動車

部材、電機及びIT関連部材等は前年同期に比べ約60-70％台程度の需要回復を示しました。一方、大型設備投資関

連、建設不動産関連、大型二輪や高級車等の分野における回復は予想以上に時間がかかっております。また地域

的には中国の需要は回復基調にて推移しておりますが、北米・欧州においては復調に手間取っております。 

この結果、当セグメントにおける売上高は19,410百万円（前年同期比43.3％減）、営業利益118百万円（同

46.6％減）となりました。  

・電子・機能材事業 

前年同期比では大幅な減収となっておりますが、在庫調整効果もあり分野によりばらつきはあるものの需要は

緩やかな回復基調に向かっております。 

分野別の動向としましては、二次電池、液晶、半導体向けにおいて回復が見られるものの、自動車向け原材料

分野では未だ在庫調整が十分に進んでおらず、回復の足取りが重いものとなっております。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取引では大幅な減速が顕著となっておりますが、一方、中国の電力向

けチタン製品の輸出は引き続き堅調に推移しています。 

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

主要取引先業界での在庫調整が進んでいるものの、依然として稼働率が低く、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傾向にあ

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19,178百万円（同54.2％減）、営業利益377百万円（同65.3％減）

となりました。 

・非鉄原料事業 

内外経済対策による需要の持ち直しを背景とした自動車、鉄鋼生産の回復に伴い、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、徐々に回復基調に転じたもの

の、水準的には極めて低位にて推移いたしました。また、アルミ、銅市況が前年同期に比べ各々40％、49％と下

落したことにより、売上数量、売上金額ともに減少しました。 

 この結果、当セグメントにおける売上高は7,743百万円（同66.3％減）、営業利益84百万円（同74.4％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厳しい状況が続いており、新設住宅着工戸数は前年比で７月は32％、８月においては

38％と減少が続き、建設受注実績は前年比で７月に45％減少となっております。また民間設備投資も景気の先行

き不透明感の中で案件が極めて少なく、結果として当事業セグメントで取扱う建材、配管機材、ＬＰガス用バル

ク貯槽、及び銅合金素材は数量・価格ともに大幅な減少を余儀なくされております。 

 この結果、当セグメントにおける売上高は3,288百万円（同52.4％減）、営業損失41百万円（前年同期は営業利

益34百万円）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２四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、半導体関連業界における 終

需要が徐々に回復に向かっていることから、それに伴う関連製品、素材における需要も上向きつつあります。しか

しながらその水準は前年同期に比べると約60％台程度の回復であり未だ低い水準で推移しております。これにより

当社の取扱いも自動車業界向けのアルミ合金塊や、アルミスクラップ等の非鉄原料をはじめ全ての事業分野におい

て、取引は前年同期に比べ大きく減少いたしました。また同様にタングステンや磁性材用途のレアアースを含むレ

アメタルの取扱いも数量、売上高ともに大きく減少いたしました。 

この結果、当セグメントにおける売上高は44,633百万円（前年同期比54.6％減）、営業利益525百万円（同

66.7％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２四半期における取扱いは、年間

契約残高の販売が寄与する一方、需要家の在庫調整が顕在化したことにより、売上、利益とも減少に転じまし

た。 

 この結果、当セグメントにおける売上高は3,630百万円、営業利益11百万円となりました。  

・その他 

世界的な景気回復の兆しはあるものの、中国を除くアジア地域における取扱いが低調に推移いたしました。ま

た米州地域では電子材料の需要家が在庫調整を継続しており、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3,921百万円（同70.2％減）、営業利益９百万円（同91.4％減）とな

りました。  

 (注)１．前第２四半期連結累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、これに伴いその他の地域は、中国、東南アジア、及び

米国としております。 

２．「その他の地域」の前年同期比の算出について、当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間において「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２四半期連結会計期間末における流動資産は32,129百万円であり、前連結会計年度末比5,161百万円の

減少となりました。主な内訳は現金及び預金の減少815百万円、取引の減少によるたな卸資産の減少3,948百万

円、未収入金の減少267百万円、及び輸出取引の減少による消費税還付未収入金の減少127百万円であります。

② 固定資産 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は5,521百万円であり、前連結会計年度末比3,676百万円の増

加となりました。主な内訳は株式会社大川電機製作所の連結子会社化に伴う建物、機械及び装置、土地等の有

形固定資産の増加2,850百万円、及び投資有価証券の増加699百万円であります。  

③ 流動負債 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は25,517百万円であり、前連結会計年度末比4,759百万円の減

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3,747百万円、短期借入金の減少

1,208百万円、及び１年内償還予定社債の償還による減少300百万円であります。  

④ 固定負債 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は3,577百万円であり、前連結会計年度末比2,042百万円の増

加となりました。主な内訳は長期借入金の増加1,585百万円、及び長期未払金の増加329百万円であります。 

⑤ 純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は8,556百万円であり、前連結会計年度末比1,231百万円の増加

となりました。主な内訳は負ののれん発生益1,090百万円を特別利益に計上したこと等に伴う利益剰余金の増

加1,169百万円、繰延ヘッジ損益の増加25百万円、及び為替換算調整勘定の増加35百万円であります。  

(２）経営成績 

① 売上高 

主要取引先である自動車、家電、半導体業界の各需要は当第２四半期連結累計期間に回復の兆しを見せつ

つあるものの、前年同期に比べると依然として低水準で推移しており、その結果、好調であった発電・化学プ

ラント向けチタン及びニッケル製品、及び自動車産業向けアルミ合金塊、アルミスクラップ等の取扱いは大幅

に減少いたしました。またレアメタル全般における取引では、レアアースの引合いが増加傾向であるものの、

得意とするタングステンやチタンスポンジの取扱いは需要低迷が続いており前年同期に比べ大きく減少いたし

ました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比52.9％減の49,100百万円となりました。  

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224百万円を計上した結果、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は前年同期比28.6％減の2,652百

万円となりました。  

③ 販売費及び一般管理費 

 国内子会社２社の連結子会社化により人件費及び減価償却費等が増加したことにより、当第２四半期連結累

計期間の販売費及び一般管理費は前年同期比3.4％増の2,106百万円となりました。  

④ 営業利益 

 上記の結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益は前年同期比67.5％減の545百万円となりました。  

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、及び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）

９百万円の費用超でありますが、前年同期に比べ大幅に改善いたしました（前年同期は284百万円の費用

超）。  

⑥ 経常利益 

上記の結果、当第２四半期連結累計期間の経常利益は前年同期比61.6％減の535百万円となりました。  

⑦ 特別利益、特別損失 

 株式取得した国内２社の連結子会社化による負ののれん発生益1,090百万円、及び貸倒引当金戻入額２百万

円を特別利益に計上しましたが、一方、投資有価証券評価損２百万円、及び連結子会社におけるゴルフ会員権

評価損２百万円を特別損失に計上しました。  

２．連結財政状態に関する定性的情報



⑧ 四半期純利益 

 税金等調整前四半期純利益1,635百万円から法人税等233百万円、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６百万円を差引き、当第２四半期連結累計

期間の四半期純利益は前年同期比101.4％増の1,395百万円となりました。  

(３）キャッシュ・フローの状況 

当第２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1,038百万円減少し、

5,570百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と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、2,408百万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1,635百万円、売上債権の減少額694百万円、たな卸資産の減少額4,675百万円、未収入金の減少335百万

円、及び法人税等の還付額323百万円であります。一方、主な減少要因は仕入債務の減少額4,023百万円、前受金

の減少額131百万円、法人税等の支払額218百万円、及び非資金収益である負ののれん発生益1,090百万円であり

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、2,810百万円の減少となりました。主な減少要因は連結の範囲の変更

を伴う子会社株式の取得による支出2,155百万円、投資有価証券の取得による支出566百万円、及び営業権の譲受

による支出58百万円であります。  

(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、675百万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1,251万円であります。一方、主な減少要因は短期借入金の純減少額1,212百万円、社債の償還による支出480

百万円、及び配当金の支払額225百万円であります。  



通期の連結業績予想につきましては、主要取引先における需要は回復傾向にあるものの、未だ生産状況は前年

同期に比べ極めて低い水準で推移しており、民間設備投資は今後も抑制の傾向が続くものとみられます。このた

め当社グループにおける当第３四半期以降の取扱いは、売上高、取扱量ともに当第２四半期よりは改善するもの

の、期初予想を下回る水準で推移する見込みです。そのため売上高においては平成21年５月15日に公表いたしま

した連結業績予想数値を変更いたしません。一方、収益面においては当第２四半期に株式取得した国内子会社１

社を新たに連結の範囲に含めたことにより、営業利益については期初の連結業績予想数値を上回るものと見込ん

でおります。また、平成21年10月22日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり企業結

合に伴う負ののれん発生益を特別利益に計上したことにより、当期純利益については期初の連結業績予想数値を

大きく上回る見込みであります。 

 個別業績予想につきましては、当第２四半期累計期間までは当初の予想を上回る数値で推移いたしましたが、

当社の主要取扱品である、アルミ・銅製品、チタン・ニッケル製品、及びアルミ合金塊、アルミスクラップ等の

取扱いが当第２四半期以降当初の計画よりも低調に推移するものとみられ、この結果、売上、利益ともに予想を

下回る見込みであります。 

これにより以下のとおり連結及び個別の業績予想の修正を行っております。  

・通期連結業績予想 

  

・（参考）通期個別業績予想  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 108,500 1,100 1,200 770 289.03

今回発表予想（Ｂ） 108,500 1,400 1,200 1,650 619.35

増減額（Ｂ－Ａ） － 300 － 880 － －

増減率（％） － 27.3 － 114.3 － －

(ご参考）前期連結累

計期間実績(平成21年

３月期） 

165,439 1,645 1,577 181 68.28

  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 

前回発表予想（Ａ） 89,000 620 540 310 116.36

今回発表予想（Ｂ） 82,000 320 300 160 60.01

増減額（Ｂ－Ａ） △7,000 △300 △240 △150 － －

増減率（％） △7.9 △48.4 △44.4 △48.4 － －

(ご参考）前期累計期

間実績(平成21年３月

期） 

129,431 903 930 △43 △16.14



株式会社大川電機製作所は、平成21年７月23日に設立した当社100％出資の特別目的会社であるアルコニック

ス・オオカワ株式会社が同年８月３日に株式を取得したことにより子会社となりました。これにより、株式会社

大川電機製作所の純資産額が当社の純資産額の100分の30以上に相当することになったため、当社の特定子会社

に該当することになりましたが、平成21年９月８日に株式会社大川電機製作所を存続会社としてアルコニック

ス・オオカワ株式会社の吸収合併を実施したことにより、株式会社大川電機製作所の純資産額が当社の純資産額

の100分の30以上に相当しなくなったため、当社の特定子会社に該当しなくなりました。 

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２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

・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、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 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。  

  

・表示方法の変更 

  (四半期連結損益計算書関係） 

  「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）に基づき「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21年３月24日 内閣府令第５号）

が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期

連結累計期間よりこの会計基準を適用し、新たに「少数株主損益調整前四半期純利益」を表示しておりま

す。 

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,793,723 6,609,709

受取手形及び売掛金 16,427,045 16,025,385

商品及び製品 8,516,251 12,489,292

仕掛品 15,887 －

原材料及び貯蔵品 8,477 －

その他 1,565,018 2,333,110

貸倒引当金 △196,428 △165,654

流動資産合計 32,129,975 37,291,843

固定資産   

有形固定資産 3,086,127 235,481

無形固定資産   

のれん 60,169 63,925

その他 645,536 715,727

無形固定資産合計 705,705 779,652

投資その他の資産 1,730,045 830,072

固定資産合計 5,521,878 1,845,206

資産合計 37,651,853 39,137,050

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,594,892 17,342,602

短期借入金 9,177,035 10,385,718

1年内返済予定の長期借入金 1,115,100 849,700

1年内償還予定の社債 360,000 660,000

未払法人税等 304,476 199,124

賞与引当金 251,994 178,434

その他 713,845 661,287

流動負債合計 25,517,343 30,276,867

固定負債   

社債 360,000 540,000

長期借入金 2,326,000 740,200

退職給付引当金 161,671 185,263

役員退職慰労引当金 49,350 69,219

長期未払金 329,453 －

その他 351,139 125

固定負債合計 3,577,615 1,534,808

負債合計 29,094,959 31,811,676



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成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 5,155,797 3,986,266

株主資本合計 8,378,167 7,208,636

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 778 6,869

繰延ヘッジ損益 44,903 19,154

為替換算調整勘定 △83,786 △118,804

評価・換算差額等合計 △38,105 △92,780

新株予約権 37,683 29,132

少数株主持分 179,148 180,384

純資産合計 8,556,894 7,325,373

負債純資産合計 37,651,853 39,137,050



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 104,182,775 49,100,705

売上原価 100,467,406 46,448,614

売上総利益 3,715,369 2,652,090

販売費及び一般管理費 2,037,704 2,106,762

営業利益 1,677,664 545,328

営業外収益   

受取利息 14,599 9,052

仕入割引 14,558 7,823

受取配当金 39,529 9,869

為替差益 － 118,971

業務受託料 9,437 3,801

その他 17,265 38,799

営業外収益合計 95,390 188,318

営業外費用   

支払利息 100,509 93,525

社債利息 10,537 7,741

売上割引 9,185 5,484

為替差損 108,028 －

為替予約評価損 － 17,541

手形売却損 65,330 25,225

その他 85,967 48,451

営業外費用合計 379,557 197,969

経常利益 1,393,497 535,676

特別利益   

固定資産売却益 847 －

投資有価証券売却益 579 －

貸倒引当金戻入額 25,404 2,613

負ののれん発生益 － 1,090,309

役員退職慰労引当金戻入額 － 11,458

新株予約権戻入益 － 554

特別利益合計 26,831 1,104,936

特別損失   

固定資産売却損 546 8

固定資産除却損 592 87

投資有価証券評価損 － 2,645

持分変動損失 36,363 －

子会社清算損 5,900 －

ゴルフ会員権評価損 － 2,000

特別損失合計 43,402 4,741

税金等調整前四半期純利益 1,376,926 1,635,872



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

法人税等 656,585 233,010

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,402,861

少数株主利益 27,145 6,881

四半期純利益 693,195 1,395,979



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,376,926 1,635,872

減価償却費 30,328 132,795

のれん償却額 22,419 14,294

負ののれん発生益 － △1,090,309

株式報酬費用 9,634 9,105

新株予約権戻入益 － △554

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,005 27,574

賞与引当金の増減額（△は減少） △74,840 39,194

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,605 △52,248

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,477 △35,668

受取利息及び受取配当金 △54,129 △18,922

支払利息 100,509 93,525

社債利息 10,537 7,741

為替差損益（△は益） △1,347 △63,494

為替予約評価損益 （△は評価益） － 17,541

固定資産売却損益（△は益） △301 8

固定資産除却損 592 87

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,645

投資有価証券売却損益（△は益） △579 －

持分変動損益（△は益） 36,363 －

ゴルフ会員権評価損 － 2,000

売上債権の増減額（△は増加） 4,295,871 694,857

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,749,353 4,675,192

仕入債務の増減額（△は減少） △1,594,682 △4,023,348

未収消費税等の増減額（△は増加） △636,071 128,498

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△1,944 3,075

前渡金の増減額（△は増加） △23,450 24,512

前払費用の増減額（△は増加） △76,247 23,903

未収入金の増減額（△は増加） △199,360 335,883

短期差入保証金の増減額（△は増加） △855 93

長期差入保証金の増減額（△は増加） △412 △1,795

未払金の増減額（△は減少） 7,677 22,522

未払費用の増減額（△は減少） △62,305 △34,887

前受金の増減額（△は減少） 198,730 △131,067

預り金の増減額（△は減少） 15,233 △51,414

その他 13,410 6,917

小計 1,651,430 2,394,131

利息及び配当金の受取額 53,675 20,227

利息の支払額 △114,523 △110,380



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

法人税等の支払額 △496,512 △218,977

法人税等の還付額 － 323,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,094,069 2,408,222

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △102,000

定期預金の払戻による収入 2,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △57,193 △23,329

有形固定資産の売却による収入 2,645 2

無形固定資産の取得による支出 △326,749 △9,010

投資有価証券の取得による支出 △339,141 △566,937

投資有価証券の売却による収入 1,129 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △2,155,298

営業譲受による支出 △85,861 △58,655

貸付金の回収による収入 － 8,622

その他 △3,644 △3,644

投資活動によるキャッシュ・フロー △806,815 △2,810,251

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） 1,050,915 △1,212,281

長期借入れによる収入 200,000 2,700,000

長期借入金の返済による支出 △212,800 △1,448,800

社債の償還による支出 △180,000 △480,000

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 △223,914 △225,116

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 646,378 △675,176

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92,107 38,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 841,525 △1,038,985

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 5,350,242 5,570,723



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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 
 34,018,363 40,944,405 22,522,000 6,698,006 104,182,775  － 104,182,775

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 198,502 949,201 457,976 208,549 1,814,230 ( )1,814,230 －

計  34,216,865 41,893,607 22,979,976 6,906,556 105,997,005 ( )1,814,230 104,182,775

営業利益  220,908 1,087,543 328,611 34,945 1,672,009  5,654 1,677,664

  
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 
 19,352,490 18,842,151 7,682,459 3,223,604 49,100,705  － 49,100,705

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 58,142 335,945 61,285 64,911 520,285 ( )520,285 －

計  19,410,632 19,178,097 7,743,745 3,288,516 49,620,991 ( )520,285 49,100,705

営業利益又は営

業損失（△） 
 118,025 377,335 84,134 △41,266 538,228  7,099 545,328



前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 該当事項はありません。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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 92,003,726 12,179,049 104,182,775  － 104,182,775

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
6,327,165 983,554 7,310,720 ( )7,310,720 －

計 98,330,892 13,162,604 111,493,496 ( )7,310,720 104,182,775

営業利益 1,578,428 108,455 1,686,883 ( )9,219 1,677,664

  
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  41,874,236 3,542,852 3,683,617 49,100,705  － 49,100,705

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,759,497 87,221 237,852 3,084,571 ( )3,084,571 －

計  44,633,734 3,630,073 3,921,469 52,185,277 ( )3,084,571 49,100,705

営業利益  525,354 11,143 9,378 545,877 ( )549 545,328

ｃ．海外売上高

  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） 21,162,807 3,417,618 6,635,318  841,648 32,057,393

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  － 104,182,775

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
20.3 3.3 6.4  0.8 30.8

  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） 10,957,207 1,134,072 4,715,070  501,713 17,308,063

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  － 49,100,705

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
22.4 2.3 9.6  1.0 35.3

（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。  

  

  

６．その他の情報
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