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1.  平成24年8月期第3四半期の業績（平成23年9月1日～平成24年5月31日）

(2) 財政状態

(1) 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 ％

24年8月期第3四半期 37,084 △8.6 170 △92.5 101 △95.2 22 △98.1
23年8月期第3四半期 40,589 ― 2,282 ― 2,137 ― 1,154 ―

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

24年8月期第3四半期 3.09 ―
23年8月期第3四半期 191.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第3四半期 14,493 6,957 48.0
23年8月期 16,454 7,196 43.7
（参考） 自己資本 24年8月期第3四半期 6,957百万円 23年8月期 7,196百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

年間配当金
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

23年8月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
24年8月期 ― 15.00 ―
24年8月期（予想） 15.00 30.00

3. 平成24年 8月期の業績予想（平成23年 9月 1日～平成24年 8月31日）
（%表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 45,986 △14.3 771 △68.3 716 △68.1 358 △71.3 50.02



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期3Q 7,168,600 株 23年8月期 7,168,600 株
② 期末自己株式数 24年8月期3Q ― 株 23年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期3Q 7,168,600 株 23年8月期3Q 6,028,000 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。なお、この四半期決算短信は、金融
商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載した当期の業績予想につきましては、現時点での入手可能な情報に基づき、当社で判断したものであります。予想に内在する様々な不確定要因
や今後の事業運営における内外の状況の変化等により、実際の業績と異なる場合があります。
なお、業績予想に関する事項は、「添付資料」２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間における世界経済は、欧州の政府債務危機が深刻化し、欧州の景気後退による影響が、他

の先進国や新興国にも及んだことから、全体としては、減速感が強まりました。

我が国経済も、大型復興対策による景気押し上げ効果が幾分みられ始めたものの、欧米先進国の景気後退や先行

き不安感による円高の定着、消費の停滞を受けて輸出が減少し回復感の弱い状況が続いております。

当第３四半期累計期間における当社を取り巻く環境は、このような世界経済・国内経済の動向からリスクオフの

動きが強まり、商品市場から資金が流出しました。ロンドン金属取引所の銅価格も軟調な動きとなっており、前期

末終値比19.7％下落したことなどから、利鞘が悪化した結果、当社業績は売上高370億84百万円（前年同四半期比

8.6％減）、営業利益１億70百万円（前年同四半期比92.5％減）、経常利益１億１百万円（前年同四半期比95.2％

減）、四半期純利益22百万円（前年同四半期比98.1％減）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

（資産）

当第３四半期会計期間末の資産につきましては、資産合計144億93百万円と前事業年度末に比べ19億61百万円減

少いたしました。その主な要因といたしましては、たな卸資産の減少17億８百万円によるものです。

（負債）

当第３四半期会計期間末の負債につきましては、負債合計75億35百万円と前事業年度末に比べ17億22百万円減少

いたしました。その主な要因といたしましては、短期借入金の減少８億88百万円、未払法人税等の減少７億66百万

円によるものです。

（純資産）

当第３四半期会計期間末の純資産につきましては、純資産合計69億57百万円と前事業年度末に比べ２億39百万円

減少いたしました。その主な要因といたしましては、利益配当２億50百万円（当期中間配当１億７百万円含む）の

実施による利益剰余金の減少２億28百万円によるものです。

（３）業績予想に関する定性的情報

平成24年８月期の通期業績予想につきましては、平成24年１月６日に公表いたしました通期業績予想の数値に変

更はありません。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年８月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,125,373 2,370,370

受取手形及び売掛金 6,673,896 6,567,227

商品及び製品 905,725 382,747

仕掛品 112,361 116,143

原材料及び貯蔵品 2,075,303 885,996

その他 1,367,396 1,143,348

流動資産合計 13,260,058 11,465,833

固定資産

有形固定資産

土地 1,521,121 1,521,121

その他（純額） 943,283 827,653

有形固定資産合計 2,464,405 2,348,775

無形固定資産 64,241 52,155

投資その他の資産 665,976 626,311

固定資産合計 3,194,622 3,027,242

資産合計 16,454,681 14,493,076

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,247,250 1,516,274

短期借入金 3,898,810 3,010,280

1年内償還予定の社債 70,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 837,984 833,139

未払法人税等 771,312 4,313

引当金 24,618 41,309

その他 460,729 337,183

流動負債合計 7,310,705 5,822,500

固定負債

社債 45,000 －

長期借入金 1,836,807 1,646,764

引当金 65,459 66,697

固定負債合計 1,947,266 1,713,461

負債合計 9,257,972 7,535,962

純資産の部

株主資本

資本金 593,373 593,373

資本剰余金 1,092,482 1,092,482

利益剰余金 5,550,591 5,321,866

株主資本合計 7,236,446 7,007,721

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △39,737 △50,607

評価・換算差額等合計 △39,737 △50,607

純資産合計 7,196,708 6,957,114

負債純資産合計 16,454,681 14,493,076
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（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成23年５月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年５月31日)

売上高 40,589,903 37,084,753

売上原価 37,430,412 36,005,664

売上総利益 3,159,490 1,079,088

販売費及び一般管理費 877,061 908,649

営業利益 2,282,429 170,438

営業外収益

受取利息 410 253

受取配当金 1,412 1,679

助成金収入 2,597 5,873

その他 7,415 5,457

営業外収益合計 11,836 13,264

営業外費用

支払利息 74,485 56,435

デリバティブ運用損 27,381 －

為替差損 19,768 19,909

その他 35,015 5,383

営業外費用合計 156,651 81,728

経常利益 2,137,614 101,974

特別利益

固定資産売却益 － 1,911

特別利益合計 － 1,911

特別損失

固定資産売却損 26 239

固定資産除却損 － 212

投資有価証券評価損 － 38,858

特別損失合計 26 39,310

税引前四半期純利益 2,137,588 64,575

法人税、住民税及び事業税 1,019,699 3,334

法人税等調整額 △36,254 39,064

法人税等合計 983,445 42,399

四半期純利益 1,154,142 22,175
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該当事項はありません。

当社はインゴットの製造・販売及びスクラップの加工・販売を行う非鉄金属事業の他に美術工芸品の製造販売を

行っておりますが、非鉄金属事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考えられることから、セグメ

ント情報の記載を省略しております。

該当事項はありません。

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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