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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 48,627 41.2 3,607 6.3 3,422 0.5 2,249 △15.1

22年3月期 34,450 △19.3 3,392 ― 3,407 ― 2,650 ―

（注）包括利益 23年3月期 2,261百万円 （△18.5％） 22年3月期 2,775百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 290.95 ― 18.8 12.7 7.4
22年3月期 341.12 ― 27.9 16.0 9.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 29,903 13,050 43.6 1,689.47
22年3月期 24,077 10,877 45.2 1,400.20

（参考） 自己資本   23年3月期  13,050百万円 22年3月期  10,877百万円

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

23年3月期 △927 △597 1,551 197
22年3月期 △664 △550 1,152 177

2.  配当の状況 

平成24年３月期の第２四半期末及び期末の配当予想につきましては、次期見通しがまとまり次第、速やかに開示いたします。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 2.00 ― 4.50 6.50 50 1.9 0.5
23年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00 77 3.4 0.6

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、東日本大震災及びそれに伴う電力制限等による経済活動や個人消費への影響及びこれらが当社グルー
プ業績に与える影響を現段階で見通すことが難しいため、今後、慎重に精査させていただき、数値がまとまり次第、速やかに開示いたします。 



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） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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） 23年3月期 7,903,000 株 22年3月期 7,903,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 178,089 株 22年3月期 134,589 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 7,732,161 株 22年3月期 7,770,019 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 48,687 40.9 3,573 4.7 3,463 0.1 2,241 △17.1

22年3月期 34,548 △17.9 3,413 ― 3,458 ― 2,702 ―

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

23年3月期 289.88 ―

22年3月期 347.85 ―

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

23年3月期 30,161 13,194 43.8 1,708.08
22年3月期 24,365 11,014 45.2 1,417.87

（参考） 自己資本 23年3月期  13,194百万円 22年3月期  11,014百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
は終了していません。 

※ 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ま
す。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」
をご覧ください。 



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績 …………………………………………………………………………………………………………………  2
（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2
（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  3
（４）事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  3

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  3
３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  3
（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  3
（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  3
（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………  3
（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………  4

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  5
（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  5
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  7

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  7
連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  8

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  9
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  11
（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  12
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………  12
（７）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 ……………………………………………………  13
（８）表示方法の変更 ……………………………………………………………………………………………………  13
（９）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  13

（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………  13
（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………  14
（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………………………………………  14
（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………………………………………  15
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………………………………………  16
（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  17
（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  21
（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  21
（開示の省略） ………………………………………………………………………………………………………  21

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  22
（１）貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………………  22
（２）損益計算書 …………………………………………………………………………………………………………  25
（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………………  27
（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  30
（５）個別財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  30

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  30
６．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………  31
    （役員異動） …………………………………………………………………………………………………………  31



（１）経営成績に関する分析 

①当期の概況  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、エコカー補助金やエコポイントなど消費を刺激する政策効果で、自動車や

家電の需要が前倒しされたため、第２四半期まで景気は緩やかな回復局面にありました。第３四半期にはレアメタル

の調達が不安定になり、第４四半期には東日本大震災が発生し、大津波による被害と福島第一原子力発電所の放射能

漏れ事故と東京電力による計画停電で、経済活動は大混乱に陥りました。また、当社の主要原材料である銅の価格

は、高値のままに推移しました。 

 このような経営環境のもとで、当社グループ（当社および連結子会社）は、まず、第１四半期はリサイクル原料が

不足したため、その分、電気銅を調達して賄いました。次に、第２四半期は需要が増加したため増産に努めました。

また、第３四半期はレアメタルの調達・確保に万全を期しました。さらに、第４四半期は東日本大震災で電力が途絶

えた新日東工場に対して砺波工場から発電機と軽油と仕掛品（鋳塊・ビレット）と救援物資を送り続けると同時に、

新日東工場の社員の一部を砺波工場と高岡工場へ移動・配置することで代替生産を実施して、お客さまへの供給責任

を全ういたしました。 

 この結果、売上高は486億27百万円（前年同期比41.2％増加）となり、営業利益は36億７百万円（同6.3％増加）、

経常利益は34億22百万円（同0.5％増加）、当期純利益は22億49百万円（同15.1％減少）となりました。 

 セグメントの業績は次の通りであります。  

黄銅棒・線事業 

 黄銅棒・線事業では、経営環境が激変するなかで供給責任を全うしました。また、平成22年４月に中国の広州に三

越金属(上海)有限公司の分公司を設立して、販売体制を強化しました。販売量は過去 高の７万9,904トン（前年同

期比20.9％増加）となり、売上高は451億97百万円（同42.0％増加）となりました。 

精密部品事業 

 精密部品事業では、大連三越精密部件工業有限公司で平成22年７月にストライキが発生し、現地の人件費が大幅に

上昇しました。また、砺波工場の隣接地を購入し、プレシジョン工場を新築して業容の拡大に備えました。売上高は

34億30百万円（同30.9％増加）となりました。 

  

②次期の見通し 

 当社グループを取り巻く事業環境については、東日本大震災の影響により、今後、わが国経済のみならず、世界経

済への影響が様々な形で現れてくるものと思われます。 

 当社グループは、東日本大震災において、新日東事業所の建物及び機械設備等の一部が損傷を受けましたが、操業

に大きく影響する損傷はありませんでした。 

 しかしながら、次期の業績予想につきましては、東日本大震災及びそれに伴う電力制限等による経済活動や個人消

費への影響及びこれらが当社グループ業績に与える影響を現段階で見通すことが難しいため、今後、慎重に精査させ

ていただき、数値がまとまり次第、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につきましては、売上債権の増加やたな卸資産の増加などにより、前連結会計年度末に比

べ58億26百万円増加し、299億３百万円となりました。 

 負債につきましては、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ36億52百万円増加し、168億52百万

円となりました。 

 純資産につきましては、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ21億73百万円増加し、130億50百

万円となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益を34億26百万

円計上しましたが、売上債権の増加、有形固定資産の取得による支出等の要因により、前連結会計年度末に比べ20百

万円の増加にとどまり、当連結会計年度末には１億97百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）          

 営業活動により使用した資金は９億27百万円（前年同期２億63百万円収入の減少）となりました。これは主に税金

等調整前当期純利益34億26百万円、減価償却費７億44百万円がありましたが、売上債権の増加30億17百万円、たな卸

資産の増加23億68百万円等によるものです。 

    （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５億97百万円（同46百万円支出の増加）となりました。これは主に有形固定資産の

１．経営成績



取得等によるものです。 

    （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15億51百万円（同３億99百万円収入の増加）となりました。これは主に短期借入金

の純増加等によるものです。 

  

 （参考）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       

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。       

（注２）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。      

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。       

（注４）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。   

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は利益配分につきましては、業績に応じた適正な利益配分を安定的に行なうことを基本方針としております。

このことは、当社の関係するすべてのステークホルダーの長期的な利益とも合致するものと認識しております。 

 株主配当につきましては、自己資本比率の向上を図りつつ、業績に応じた配当を行うよう 大限の努力をいたす所

存であります。 

 配当金につきましては、当期は過去 高となる１株当たり10円（中間配当４円、期末配当６円）とさせていただき

たく存じます。また、次期につきましては、業績見通しがまとまり次第、速やかに開示いたします。 

（４）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成22年６月22日提出）における「事業等のリスク」から新たに顕在化したリスクはない

ため開示を省略します。  

  

 近の有価証券報告書（平成22年６月22日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」から重要な変更が

ないため開示を省略しています。  

  

（１）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、産業の基礎素材である黄銅製品の供給を通じて、顧客が求める「いいものを、安く、早く、たく

さん生産する」ことで、社会に貢献することを、経営の基本方針としています。  

（２）目標とする経営指標 

①黄銅棒・黄銅線・精密部品の各生産量が前年と比較して常に増加することを目指します。 

②当社（子会社を除く）社員一人当たり経常利益300万円以上を目指します。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、現在、日本 大の黄銅棒メーカーであると同時に、日本 大の黄銅線メーカーです。今後はスケ

ールメリットを追求するだけでなく、このトップシェアにふさわしい、ブランドイメージの定着による、他社との差

別化を目指します。 

 具体的には、まず、黄銅棒部門では、環境に配慮した鉛レスやカドミウムレスの高付加価値新合金を、BZシリーズ

として品揃えし、用途に合わせて、給水用のBZ3、自動車・家電用のBZ5、ステンレス代替材用のBZ７として生産、販

売に注力して参ります。 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％）  32.0  30.1  43.8  45.2  43.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 20.3  16.8  23.0  18.2  17.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 －  210.2  0.6  －  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  0.3  73.5  －  －

２．企業集団の状況

３．経営方針



 次に、黄銅線部門では、付加価値が高く、しかも、他メーカーが容易に生産できないほど生産難度の高いリン青銅

線や、錫リフローめっき黄銅線などの特殊材の品揃えにも努めて参ります。 

 また、精密部品部門では、高付加価値のものを、国内工場で大量生産すると同時に、コスト競争力を強化するた

め、中国などの海外生産拠点を増強し、国際分業体制を展開して参ります。 

 さらに、連結子会社化したシーケー金属株式会社とのシナジーを追求すべく、持株会社制へ移行することで、管理

部門や購買部門の一元化などによる経営基盤の拡充と経営の効率化を推進して参ります。  

（４）会社の対処すべき課題 

 今後の見通しにつきましては、東日本大震災の影響による混乱が長期化することが懸念されます。国内市場は、今

後、長期的に縮小均衡を模索するものと予想され、伸銅業界でも業界再編が避けられない状況にあります。海外のメ

ーカーとの競争においても、日本メーカーは規模的な劣位にあり、生産拠点の棲み分けや統廃合が不可欠です。当社

グループといたしましては、まず、シナジーを追及した他社との業務提携などを、積極的に推進していく所存です。 

 次に、当社グループの持続的成長のため、今後も市場として成長が見込まれる新興国の需要を取り込んで参る所存

です。当社グループは、中国の大連、上海に続き、広州にも出店いたしております。 

 また、当社グループの製品の付加価値を高めるためには、黄銅素材の加工分野へ川下展開することが有効です。当

社グループは、新築したプレシジョン工場をフル稼働することで、業容を拡大する所存です。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 177 197

受取手形及び売掛金 11,111 14,080

製品 2,297 2,844

仕掛品 2,170 2,836

原材料及び貯蔵品 1,408 2,555

前払費用 27 65

繰延税金資産 － 303

その他 14 191

貸倒引当金 △19 △28

流動資産合計 17,188 23,047

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1, ※2  3,377 ※1, ※2  3,384

減価償却累計額 △1,710 △1,822

建物及び構築物（純額） 1,666 1,561

機械装置及び運搬具 ※1, ※2  11,225 ※1, ※2  11,312

減価償却累計額 △9,789 △10,257

機械装置及び運搬具（純額） 1,436 1,054

土地 ※1, ※3  2,862 ※1, ※3  2,987

建設仮勘定 48 357

その他 ※1  578 ※1  605

減価償却累計額 △526 △550

その他（純額） 52 54

有形固定資産合計 6,067 6,016

無形固定資産   

その他 60 53

無形固定資産合計 60 53

投資その他の資産   

投資有価証券 704 749

長期前払費用 44 26

破産更生債権等 70 70

その他 29 27

貸倒引当金 △88 △88

投資その他の資産合計 760 786

固定資産合計 6,888 6,855

資産合計 24,077 29,903



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,313 3,640

短期借入金 ※1  7,460 ※1  10,100

1年内返済予定の長期借入金 1,000 －

未払金 65 76

未払費用 324 387

未払法人税等 695 1,140

未払消費税等 6 －

賞与引当金 325 408

設備関係支払手形 113 214

その他 38 48

流動負債合計 12,342 16,016

固定負債   

繰延税金負債 100 118

再評価に係る繰延税金負債 ※3  373 ※3  373

退職給付引当金 146 102

役員退職慰労引当金 63 67

環境安全対策引当金 173 173

固定負債合計 857 835

負債合計 13,199 16,852

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387 2,387

資本剰余金 2,303 2,303

利益剰余金 5,643 7,827

自己株式 △66 △88

株主資本合計 10,267 12,429

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 93 120

土地再評価差額金 ※3  473 ※3  473

為替換算調整勘定 43 28

その他の包括利益累計額合計 609 621

純資産合計 10,877 13,050

負債純資産合計 24,077 29,903



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 34,450 48,627

売上原価 ※4, ※5  29,548 ※4, ※5  43,220

売上総利益 4,901 5,407

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 600 754

給料及び手当 312 380

役員報酬 106 144

貸倒引当金繰入額 8 9

その他 480 510

販売費及び一般管理費合計 ※4  1,508 ※4  1,799

営業利益 3,392 3,607

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 3 15

助成金収入 74 －

その他 30 37

営業外収益合計 109 52

営業外費用   

支払利息 57 60

為替差損 10 39

デリバティブ損失 － 92

デリバティブ評価損 － 12

その他 27 32

営業外費用合計 95 237

経常利益 3,407 3,422

特別利益   

固定資産売却益 ※1  0 ※1  0

貸倒引当金戻入額 7 －

受取保険金 9 －

補助金収入 14 9

特別利益合計 30 9

特別損失   

固定資産売却損 ※2  0 －

固定資産除却損 ※3  3 ※3  4

投資有価証券評価損 26 －

ゴルフ会員権評価損 2 －

環境対策引当金繰入額 35 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 0

特別損失合計 67 5

税金等調整前当期純利益 3,369 3,426

法人税、住民税及び事業税 681 1,480

法人税等調整額 37 △303

法人税等合計 719 1,177

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,249

当期純利益 2,650 2,249



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,249

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 26

為替換算調整勘定 － △14

その他の包括利益合計 － 11

包括利益 － 2,261

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 2,261

少数株主に係る包括利益 － －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,387 2,387

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,387 2,387

資本剰余金   

前期末残高 2,303 2,303

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,303 2,303

利益剰余金   

前期末残高 3,027 5,643

当期変動額   

剰余金の配当 △34 △65

当期純利益 2,650 2,249

当期変動額合計 2,615 2,183

当期末残高 5,643 7,827

自己株式   

前期末残高 △64 △66

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △21

当期変動額合計 △2 △21

当期末残高 △66 △88

株主資本合計   

前期末残高 7,654 10,267

当期変動額   

剰余金の配当 △34 △65

当期純利益 2,650 2,249

自己株式の取得 △2 △21

当期変動額合計 2,613 2,162

当期末残高 10,267 12,429



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △25 93

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 119 26

当期変動額合計 119 26

当期末残高 93 120

土地再評価差額金   

前期末残高 473 473

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 473 473

為替換算調整勘定   

前期末残高 37 43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △14

当期変動額合計 5 △14

当期末残高 43 28

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 485 609

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 124 11

当期変動額合計 124 11

当期末残高 609 621

純資産合計   

前期末残高 8,139 10,877

当期変動額   

剰余金の配当 △34 △65

当期純利益 2,650 2,249

自己株式の取得 △2 △21

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 124 11

当期変動額合計 2,738 2,173

当期末残高 10,877 13,050



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 3,369 3,426

減価償却費 818 744

有形固定資産除却損 3 4

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 26 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 9

賞与引当金の増減額（△は減少） 123 83

退職給付引当金の増減額（△は減少） 103 △43

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 4

環境安全対策引当金の増減額（△は減少） 35 －

受取利息及び受取配当金 △4 △15

支払利息 57 60

売上債権の増減額（△は増加） △4,642 △3,017

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,292 △2,368

その他の流動資産の増減額（△は増加） 30 △138

仕入債務の増減額（△は減少） 678 1,457

未払消費税等の増減額（△は減少） △149 △85

デリバティブ評価損益（△は益） － 12

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13 △5

その他 37 43

小計 △779 170

利息及び配当金の受取額 4 15

利息の支払額 △57 △61

法人税等の支払額 △12 △1,053

法人税等の還付額 180 3

営業活動によるキャッシュ・フロー △664 △927

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 △549 △597

有形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 － 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △550 △597

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） 1,190 2,640

長期借入金の返済による支出 － △1,000

自己株式の取得による支出 △2 △21

配当金の支払額 △35 △66

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,152 1,551

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60 20

現金及び現金同等物の期首残高 238 177

現金及び現金同等物の期末残高 ※  177 ※  197



 該当事項はありません。  

   

 １．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は、大連三越精密部件工業有限公司、大連保税区三越金属産業有限公司および三越金属（上海）有限

公司の３社であります。 

２．持分法の適用に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の決算日は12月31日（年１回）であります。 連結財務諸表作成に当たっては、同決算日現在

の財務諸表を使用しておりますが、１月１日から３月31日までに発生し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。 

４．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 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(3）重要な引当金の計上基準 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

 在外連結子会社の資産及び負債は、同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。 

(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、随時引出可能な現金及び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

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(6）その他 

 消費税等の会計処理  税抜方式を採用しております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

その他有価証券   

時価のあるもの   決算日の市場価格等に基づく時価法（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る算定）を採用しております。 

時価のないもの   移動平均法による原価法を採用しております。 

デリバティブ   時価法を採用しております。 

たな卸資産  主要材料は先入先出法、その他のたな卸資産は移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

有形固定資産  当社は、建物については定額法、建物以外については定率法、また連結子会社は定

額法によっております。 

  
 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 建物及び構築物   12～40年 

                    機械装置及び運搬具 ５～10年  

無形固定資産  定額法によっております。 

貸倒引当金  売上債権、貸付金等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。 

賞与引当金  当社は、従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会

計年度負担額を計上しております。 

退職給付引当金  当社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、発生の翌連結会計年度に一括費用処理しております。 

役員退職慰労引当金  当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。 

環境安全対策引当金  当社は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に

より、今後発生が見込まれるＰＣＢ廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額

を計上しております。 



  

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31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当期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

  

（連結損益計算書）  

 当連結会計年度より、「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

く「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。  

  

（７）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

（８）表示方法の変更

（９）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 百万円295

構築物  2

機械及び装置  36

工具・器具・備品  0

土地  1,204

計  1,538

建物 百万円274

構築物  1

機械及び装置  17

工具・器具・備品  0

土地  1,204

計  1,498

 上記のうち建物、構築物、機械及び装置、工具・器

具・備品、土地の資産合計1,538百万円により工場財

団を組成しております。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

 上記のうち建物、構築物、機械及び装置、工具・器

具・備品、土地の資産合計 百万円により工場財

団を組成しております。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

1,498

短期借入金 百万円2,560

計  2,560

短期借入金 百万円3,400

計  3,400

※２ 有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳

額は195百万円であります。（建物72百万円、機械及

び装置123百万円） 

※２         同  左 

※３ 再評価差額金 

 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月

31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上して

おります。 

※３ 再評価差額金 

 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月

31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上して

おります。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布制令第119号）第２条第３

号に定める地方税法第341条第10号の土地課税台帳

に登録されている価格に合理的な調整を行って算

出。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布制令第119号）第２条第３

号に定める地方税法第341条第10号の土地課税台帳

に登録されている価格に合理的な調整を行って算

出。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 ・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額       377百万円 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額        百万円 403



当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 百万円0

計  0

機械装置及び運搬具 百万円0

計  0

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。  ２          ────── 

建物及び構築物 百万円0

計  0

  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円1

機械装置及び運搬具  0

その他  0

計  3

建物及び構築物 百万円0

機械装置及び運搬具  3

その他  0

計  4

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  百万円56   百万円63

※５ 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、次のたな卸評価損が売上原価に含まれてお

ります。 

※５ 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、次のたな卸評価損が売上原価に含まれてお

ります。 

  百万円65   百万円99

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 2,775百万円

少数株主に係る包括利益 － 

計 2,775 

その他有価証券評価差額金 119百万円

為替換算調整勘定 5 

計 124 



前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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 

（注）（変動事由の概要）  

 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。  

  取締役会決議による自己株式の取得による増加      4,000株 

  単元未満株式の買取りによる増加             699株 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．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（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  7,903,000  －  －  7,903,000

合計  7,903,000  －  －  7,903,000

自己株式         

普通株式（注）  129,890  4,699  －  134,589

合計  129,890  4,699  －  134,589

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年6月22日 

定時株主総会 
普通株式  19  2.5 平成21年3月31日 平成21年6月23日 

平成21年10月28日 

取締役会 
普通株式  15  2.0 平成21年9月30日 平成21年12月3日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年6月21日 

定時株主総会 
普通株式  34  利益剰余金  4.5 平成22年3月31日 平成22年6月22日



当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23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 

（注）  普通株式の自己株式の増加43,500株は、取締役会決議による取得による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．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（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  7,903,000  －  －  7,903,000

合計  7,903,000  －  －  7,903,000

自己株式         

普通株式（注）  134,589  43,500  －  178,089

合計  134,589  43,500  －  178,089

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年6月21日 

定時株主総会 
普通株式  34  4.5 平成22年3月31日 平成22年6月22日 

平成22年11月10日 

取締役会 
普通株式  30  4.0 平成22年9月30日 平成22年12月2日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年6月20日 

定時株主総会 
普通株式  46  利益剰余金  6.0 平成23年3月31日 平成23年6月21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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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記

載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記

載されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 百万円177

現金及び現金同等物  177

現金及び預金勘定 百万円197

現金及び現金同等物  197



（注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、製品の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．資産のうち消去又は全社の項目は全て全社資産であり、主なものは当社での余資運用資金（現金及び有価証

券）及び管理部門に係る資産であります。 

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、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21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

黄銅棒・線事
業 

（百万円） 

精密部品事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  31,830  2,619  34,450  －  34,450

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,021  231  2,253  (2,253)  －

計  33,852  2,851  36,704  (2,253)  34,450

営業費用  30,451  2,873  33,324  (2,266)  31,057

営業利益又は営業損失

（△） 
 3,401  △21  3,379  13  3,392

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  21,608  1,904  21,513  563  24,077

減価償却費  597  192  789  28  818

資本的支出  255  152  407  76  483

事業区分 主要製品 

黄銅棒・線事業 黄銅棒・黄銅線・黄銅管 

精密部品事業 カメラマウント・フレアナット・ザルボ 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 したがって、当社グループは製品別のセグメントから構成されており、「黄銅棒・線事業」及び「精密部

品事業」の２つを報告セグメントとしております。  

 「黄銅棒・線事業」は、主に住宅関連、家電向け、自動車向け部品用素材である黄銅棒・黄銅線・黄銅管

を生産しております。「精密部品事業」は、カメラマウント・フレアナット・ザルボ等を生産しておりま

す。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  

                                     （単位：百万円） 

ｄ．セグメント情報

  報告セグメント

合計 
  黄銅棒・線 精密部品

売上高  

外部顧客への売上高  45,197  3,430  48,627

セグメント間の内部売上高
又は振替高  3,278  1,753  5,032

計  48,475  5,184  53,659

セグメント利益  3,469  115  3,584

セグメント資産  27,322  2,013  29,336

その他の項目  

減価償却費  526  179  705

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額  235  457  692



  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

  

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金及び管理部門に係る資産であります。 

                   

                                                                  （単位：百万円） 

  
 前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の事業の種類別セグメント情報は、当連結
会計年度の報告セグメントによった場合の「報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他
の項目の金額に関する情報」と同様であります。 
  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント等情報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20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

   

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 3,584 

セグメント間取引消去 22 

連結財務諸表の営業利益 3,607 

（単位：百万円）

資産 金額

報告セグメント計 29,336 

全社資産（注） 567 

連結財務諸表の資産合計 29,903 

その他の項目 報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

減価償却費  705  39  744

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額  692  22  714



当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23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22年４月１日  至平成23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22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

ｅ．関連情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

東泉産業株式会社 8,500 黄銅棒・線、精密部品 

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



 （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子会社株式の取得 

当社は、平成23年３月14日開催の取締役会決議に基づき、平成23年４月１日付でシーケー金属株式会社の株式を

取得し、同社を連結子会社としました。 

(1) 株式取得の理由 

管理部門及び購買管理部門の一元化などを実施し、更なる経営基盤の拡充と経営の効率化を図ることを目的とし

ています。  

(2) 取得する株式の概要（平成23年３月31日現在） 

 商号        シーケー金属株式会社 

 資本金       １億7,669万円 

 事業内容      配管機器の製造販売、溶融亜鉛めっき加工 

(3) 取得株式数、取得価額及び取得後の持株比率 

 取得株式数     1,680,002株 

 取得価額      907百万円 

 取得後の持株比率  51.24％  

  

 ②第三者割当による新株発行 

 当社は平成23年５月11日開催の取締役会において、第三者割当の方法による新株式発行を行うことを決議いたし

ました。 

 なお、詳細につきましては、本日別途公開いたしました「第三者割当により発行される株式の募集及び主要株主

の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

 金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、資産除去債務、関連当事者情報に関する注記

事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,400円20銭 円 銭 1,689 47

１株当たり当期純利益金額 341円12銭 円 銭 290 95

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当期純利益（百万円）  2,650  2,249

普通株主に帰属しない金額（百万円）  ―   ―

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,650  2,249

期中平均株式数（株）  7,770,019  7,732,161

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 57 45

受取手形 5,865 6,432

売掛金 5,824 8,197

製品 2,063 2,655

仕掛品 2,170 2,836

原材料及び貯蔵品 1,408 2,555

前払費用 21 59

繰延税金資産 － 298

未収消費税等 － 79

その他 11 108

貸倒引当金 △21 △75

流動資産合計 17,402 23,194

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,774 2,763

減価償却累計額 △1,371 △1,448

建物（純額） 1,403 1,314

構築物 401 438

減価償却累計額 △254 △288

構築物（純額） 147 150

機械及び装置 10,909 11,006

減価償却累計額 △9,586 △10,046

機械及び装置（純額） 1,323 959

車両運搬具 97 98

減価償却累計額 △81 △88

車両運搬具（純額） 16 9

工具、器具及び備品 558 584

減価償却累計額 △510 △534

工具、器具及び備品（純額） 48 49

土地 2,862 2,987

建設仮勘定 48 357

有形固定資産合計 5,851 5,829

無形固定資産   

電話加入権 3 3

無形固定資産合計 3 3



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 704 749

関係会社株式 293 293

関係会社長期貸付金 55 55

破産更生債権等 70 70

長期前払費用 44 26

その他 29 27

貸倒引当金 △88 △88

投資その他の資産合計 1,108 1,134

固定資産合計 6,962 6,967

資産合計 24,365 30,161

負債の部   

流動負債   

支払手形 702 829

買掛金 1,784 2,958

短期借入金 7,460 10,100

1年内返済予定の長期借入金 1,000 －

未払金 53 58

未払費用 312 371

未払法人税等 698 1,140

未払消費税等 6 －

預り金 35 35

賞与引当金 325 408

設備関係支払手形 113 214

その他 2 12

流動負債合計 12,493 16,130

固定負債   

繰延税金負債 100 118

再評価に係る繰延税金負債 373 373

退職給付引当金 146 102

役員退職慰労引当金 63 67

環境安全対策引当金 173 173

固定負債合計 857 835

負債合計 13,351 16,966



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387 2,387

資本剰余金   

資本準備金 2,303 2,303

資本剰余金合計 2,303 2,303

利益剰余金   

利益準備金 52 52

その他利益剰余金   

別途積立金 3,000 3,000

特別償却準備金 54 79

繰越利益剰余金 2,716 4,867

利益剰余金合計 5,823 7,999

自己株式 △66 △88

株主資本合計 10,447 12,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 93 120

土地再評価差額金 473 473

評価・換算差額等合計 566 593

純資産合計 11,014 13,194

負債純資産合計 24,365 30,161



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 34,548 48,687

売上原価   

製品期首たな卸高 1,422 2,063

当期製品製造原価 29,205 42,520

原材料売上原価 1,216 1,558

合計 31,844 46,142

製品期末たな卸高 2,063 2,655

製品売上原価 29,780 43,486

売上総利益 4,767 5,200

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 594 743

給料及び手当 275 326

役員報酬 100 144

貸倒引当金繰入額 9 9

その他 373 401

販売費及び一般管理費合計 1,353 1,626

営業利益 3,413 3,573

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 3 15

為替差益 4 11

助成金収入 74 －

その他 42 50

営業外収益合計 126 78

営業外費用   

支払利息 57 60

デリバティブ損失 － 92

デリバティブ評価損 － 12

その他 24 23

営業外費用合計 81 189

経常利益 3,458 3,463



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 7 －

受取保険金 9 －

補助金収入 14 9

特別利益合計 30 9

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 2 3

投資有価証券評価損 26 －

ゴルフ会員権評価損 2 －

貸倒引当金繰入額 － 44

環境対策引当金繰入額 35 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 0

特別損失合計 66 49

税引前当期純利益 3,421 3,423

法人税、住民税及び事業税 681 1,480

法人税等調整額 37 △298

法人税等合計 719 1,182

当期純利益 2,702 2,241



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,387 2,387

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,387 2,387

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,303 2,303

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,303 2,303

資本剰余金合計   

前期末残高 2,303 2,303

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,303 2,303

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 52 52

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 52 52

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,000 3,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000 3,000

特別償却準備金   

前期末残高 － 54

当期変動額   

特別償却準備金の積立 54 35

特別償却準備金の取崩 － △10

当期変動額合計 54 24

当期末残高 54 79



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 103 2,716

当期変動額   

剰余金の配当 △34 △65

当期純利益 2,702 2,241

特別償却準備金の積立 △54 △35

特別償却準備金の取崩 － 10

当期変動額合計 2,612 2,150

当期末残高 2,716 4,867

利益剰余金合計   

前期末残高 3,155 5,823

当期変動額   

剰余金の配当 △34 △65

当期純利益 2,702 2,241

当期変動額合計 2,667 2,175

当期末残高 5,823 7,999

自己株式   

前期末残高 △64 △66

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △21

当期変動額合計 △2 △21

当期末残高 △66 △88

株主資本合計   

前期末残高 7,782 10,447

当期変動額   

剰余金の配当 △34 △65

当期純利益 2,702 2,241

自己株式の取得 △2 △21

当期変動額合計 2,665 2,153

当期末残高 10,447 12,601



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 △25 93

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 119 26

当期変動額合計 119 26

当期末残高 93 120

土地再評価差額金   

前期末残高 473 473

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 473 473

評価・換算差額等合計   

前期末残高 447 566

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 119 26

当期変動額合計 119 26

当期末残高 566 593

純資産合計   

前期末残高 8,229 11,014

当期変動額   

剰余金の配当 △34 △65

当期純利益 2,702 2,241

自己株式の取得 △2 △21

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 119 26

当期変動額合計 2,785 2,180

当期末残高 11,014 13,194



 該当事項はありません。  

  

①子会社株式の取得 

当社は、平成23年３月14日開催の取締役会決議に基づき、平成23年４月１日付でシーケー金属株式会社の株式を

取得し、同社を連結子会社としました。 

(1) 株式取得の理由 

管理部門及び購買管理部門の一元化などを実施し、更なる経営基盤の拡充と経営の効率化を図ることを目的とし

ています。  

(2) 取得する株式の概要（平成23年３月31日現在） 

 商号        シーケー金属株式会社 

 資本金       １億7,669万円 

 事業内容      配管機器の製造販売、溶融亜鉛めっき加工 

(3) 取得株式数、取得価額及び取得後の持株比率 

 取得株式数     1,680,002株 

 取得価額      907百万円 

 取得後の持株比率  51.24％  

  

 ②第三者割当による新株発行 

 当社は平成23年５月11日開催の取締役会において、第三者割当の方法による新株式発行を行うことを決議いたし

ました。 

 なお、詳細につきましては、本日別途公開いたしました「第三者割当により発行される株式の募集及び主要株主

の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

 ③持株会社制移行に伴う会社分割 

 当社は平成23年５月11日開催の取締役会において、平成23年６月20日開催予定の定時株主総会の承認を条件とし

て、平成23年10月３日（予定）を効力発生日とする持株会社制への移行に関わる新設分割計画の詳細について決議

いたしました。 

 なお、詳細につきましては、本日別途公開いたしました「持株会社制への移行に伴う会社分割並びに定款変更

（商号及び事業目的等の変更）に関するお知らせ」をご参照下さい。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）個別財務諸表に関する注記事項

（重要な後発事象）



（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 

 ・新任取締役候補 

   取締役    大橋一善（現 シーケー金属株式会社 常務取締役技術部部長） 

   取締役    野村誠司（現 管理本部本部長） 

   取締役    松井大輔（現 管理本部副本部長） 

 ・退任予定取締役 

   取締役会長  釣谷圭介（名誉会長 就任予定） 

   取締役    高 正敏（執行役員 就任予定） 

   取締役    伊藤茂雄（執行役員 就任予定） 

 ・新任監査役候補 

   （非常勤）  監査役 川崎駿一 

   （非常勤）  監査役 伊勢正幸  

 ・退任予定監査役  

   （非常勤）  監査役 廣嶋康雄 

   （非常勤）  監査役 岡村弘二  

  

③ 就退任予定日 

  平成23年６月20日  

  

 なお、当社は平成23年５月11日開催の取締役会において、平成23年６月20日開催予定の定時株主総会の承認を条

件として、平成23年10月３日（予定）を効力発生日とする持株会社制への移行に関わる新設分割計画の詳細につい

て決議いたしました。これにより、平成23年10月２日付で常務取締役酒井秀志、常務取締役上坂美治、取締役森山

悦郎、取締役山﨑仁郎、取締役加藤裕之が退任し、平成23年10月３日付で新たに設立するサンエツ金属株式会社の

常務取締役に酒井秀志、上坂美治が、取締役に森山悦郎、山﨑仁郎、加藤裕之が、就任する予定であります。 

   

  

６．その他
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