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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 12,724 △21.5 744 △8.4 922 4.1 877 △23.9

24年3月期第1四半期 16,210 32.0 812 △26.8 885 △38.1 1,153 36.3

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 824百万円 （△23.1％） 24年3月期第1四半期 1,072百万円 （33.3％）

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

25年3月期第1四半期 133.02 ―

24年3月期第1四半期 163.10 ―

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

25年3月期第1四半期 34,444 15,743 43.4 2,246.44
24年3月期 33,928 15,150 41.8 2,120.74

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  14,960百万円 24年3月期  14,191百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成24年8月9日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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(累計) 26,500 △12.4 1,200 △17.8 1,200 △45.5 1,000 △49.5 150.83
通期 55,000 1.3 2,600 36.6 2,600 21.3 1,850 △5.5 278.42



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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P.3「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 8,867,000 株 24年3月期 8,867,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,207,499 株 24年3月期 2,175,149 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 6,599,987 株 24年3月期1Q 7,073,692 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

(1）業績の状況 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機、長引く円高、中国の景気減速などにより、国

内産業の空洞化が進み、景気は低迷したままに推移しました。また、当社グループの主要原料で国際相場商品であ

る銅の価格は、３月以降、下落する局面にありました。 

 このような経営環境のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、収益構造の改善に注力しました。具体

的には、連結子会社シーケー金属株式会社は、業界再編の推進と相乗効果の追求を目的として、株式会社リケン

と、配管機器の製造拠点を統合し、株式会社リケンＣＫＪＶとして、４月１日から操業を開始しました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は127億24百万円（前年同四半期比21.5％減少）とな

り、営業利益は７億44百万円（同8.4％減少）、経常利益は、原料相場のリスクヘッジによるデリバティブ評価益

１億64百万円を営業外収益に計上したため、９億22百万円（同4.1％増加）となりました。なお、連結子会社であ

るシーケー金属株式会社が同社自己株式を取得したことにより、負ののれん発生益を特別利益として２億75百万円

計上（前年同四半期は５億76百万円計上）し、同じく連結子会社であるサンエツ金属株式会社が、希少金属利用産

業等高度化推進費補助金68百万円を特別利益に計上したため、四半期純利益は８億77百万円（同23.9％減少）とな

りました。 

  

 各セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①伸銅 

 伸銅事業では、販売量は、前年同四半期に東日本大震災の影響で発生した仮需が当四半期には発生しなかったこ

ともあり２万139トン（前年同四半期比12.4％減少）となり、売上高は、原料の銅価格が前年同四半期より相対的

に低い水準だったため、106億49百万円（同24.2％減少）となりましたが、銅の相場価格が３月まで上昇基調だっ

たため、タイムラグの関係でその分の原料相場差益が当四半期に発生し、セグメント損益は６億78百万円（同13.5 

％減少）のセグメント利益となりました。               

②精密部品 

 精密部品事業では、売上高は10億35百万円（前年同四半期比2.8％増加）となり、セグメント損益は、12百万円

（同78.9％減少）のセグメント利益となりました。 

③配管・鍍金 

 配管・鍍金事業では、売上高は10億38百万円（前年同四半期比9.6％減少）となり、セグメント損益は25百万円

（前年同四半期はセグメント損失29百万円）のセグメント損失となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は244億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億76百万円

増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が６億61百万円増加したことによるものであります。固定資産

は100億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億60百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券が１

億８百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、344億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億16百万円増加いたしました。  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は167億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円増加

いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が３億２百万円減少したものの、短期借入金が１億90百万円、未払

法人税等が２億31百万円増加したことによるものであります。固定負債は19億79百万円となり、前連結会計年度末

に比べ99百万円減少いたしました。これは主に繰延税金負債が74百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、187億円となり、前連結会計年度末に比べ77百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は157億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億93百万

円増加いたしました。これは主に四半期純利益８億77百万円などによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は43.4%（前連結会計年度末は41.8%）となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社の連結子会社であるシーケー金属株式会社が、平成24年４月27日付で同社の自己株式を取得したことに伴

い、負ののれん発生益２億75百万円を特別利益に計上したことと、同じく連結子会社であるサンエツ金属株式会社

が、希少金属利用産業等高度化推進費補助金68百万円を特別利益に計上したため、第２四半期連結累計期間業績予

想の四半期純利益及び通期業績予想の当期純利益を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成24年８月９日）公表いたしました「業績の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。  

   

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、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。 

 なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 390 528

受取手形及び売掛金 13,926 14,587

商品及び製品 3,615 3,724

仕掛品 3,085 3,020

原材料及び貯蔵品 2,406 2,028

前払費用 68 81

繰延税金資産 250 250

その他 44 244

貸倒引当金 △27 △29

流動資産合計 23,760 24,436

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,100 6,124

減価償却累計額 △3,195 △3,241

建物及び構築物（純額） 2,904 2,882

機械装置及び運搬具 16,231 16,352

減価償却累計額 △14,273 △14,397

機械装置及び運搬具（純額） 1,957 1,955

土地 3,994 3,998

建設仮勘定 17 21

その他 1,638 1,652

減価償却累計額 △1,542 △1,554

その他（純額） 95 97

有形固定資産合計 8,969 8,955

無形固定資産   

その他 53 55

無形固定資産合計 53 55

投資その他の資産   

投資有価証券 785 676

長期前払費用 9 4

前払年金費用 308 274

その他 153 153

貸倒引当金 △112 △112

投資その他の資産合計 1,144 996

固定資産合計 10,167 10,007

資産合計 33,928 34,444



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,691 3,389

短期借入金 11,160 11,350

1年内返済予定の長期借入金 44 －

未払金 345 261

未払費用 476 552

未払法人税等 196 428

賞与引当金 499 394

設備関係支払手形 56 111

その他 227 234

流動負債合計 16,699 16,721

固定負債   

長期借入金 502 490

繰延税金負債 425 350

再評価に係る繰延税金負債 326 326

退職給付引当金 583 586

引当金 240 206

その他 － 19

固定負債合計 2,078 1,979

負債合計 18,777 18,700

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,756 2,756

資本剰余金 2,671 2,685

利益剰余金 9,633 10,481

自己株式 △1,484 △1,511

株主資本合計 13,577 14,411

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66 △8

土地再評価差額金 519 519

為替換算調整勘定 28 36

その他の包括利益累計額合計 614 548

少数株主持分 959 783

純資産合計 15,150 15,743

負債純資産合計 33,928 34,444



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 16,210 12,724

売上原価 14,708 11,283

売上総利益 1,501 1,441

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 250 191

給料及び手当 177 186

その他 260 318

販売費及び一般管理費合計 688 696

営業利益 812 744

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 18 10

為替差益 6 18

デリバティブ評価益 26 164

その他 47 15

営業外収益合計 98 208

営業外費用   

支払利息 19 13

その他 5 17

営業外費用合計 25 31

経常利益 885 922

特別利益   

固定資産売却益 0 0

負ののれん発生益 576 275

段階取得に係る差益 64 －

補助金収入 － 68

その他 1 13

特別利益合計 642 357

特別損失   

固定資産除却損 0 7

投資有価証券評価損 0 －

特別損失合計 0 7

税金等調整前四半期純利益 1,527 1,271

法人税等 418 381

少数株主損益調整前四半期純利益 1,109 890

少数株主利益又は少数株主損失（△） △44 12

四半期純利益 1,153 877



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,109 890

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41 △73

為替換算調整勘定 3 8

その他の包括利益合計 △37 △65

四半期包括利益 1,072 824

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,116 811

少数株主に係る四半期包括利益 △44 12



該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。  

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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） 

  

３．報告セグメントごとの資産に関する情報 

 前連結会計年度の末日に比して、当第１四半期連結会計期間の報告セグメントごとの資産の金額が著しく

変動しております。これは平成23年４月１日付でシーケー金属株式会社を連結子会社化したことに伴い、同

社の資産を報告セグメント「配管・鍍金」に計上したことによるものです。 

 前連結会計年度末に比べて増加したセグメント資産の金額は「配管・鍍金」が5,627百万円であります。 

   

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（重要な負ののれん発生益） 

 当社は、平成23年４月１日付でシーケー金属株式会社を連結子会社化しました。この結果、「配管・鍍

金」セグメントにおいて負ののれんが発生しております。なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額

は、当第１四半期連結累計期間においては576百万円であります。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  伸銅 精密部品 配管・鍍金 合計

売上高         

外部顧客への売上高  14,053  1,007  1,149  16,210

セグメント間の内部売上高又は
振替高  1,180  596  0  1,777

計  15,233  1,603  1,149  17,987

セグメント利益又は損失（△）  783  59  △29  814

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  814

セグメント間取引消去  △1

四半期連結損益計算書の営業利益  812



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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） 

   

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産については、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。 

 この変更に伴う影響は軽微であります。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（重要な負ののれん発生益） 

 当社の連結子会社であるシーケー金属株式会社が、平成24年４月27日付で同社の自己株式を取得した結

果、「配管・鍍金」セグメントにおいて負ののれんが発生しております。なお、当該事象による負ののれん

発生益の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては275百万円であります。 

  伸銅 精密部品 配管・鍍金 合計

売上高         

外部顧客への売上高  10,649  1,035  1,038  12,724

セグメント間の内部売上高又は
振替高  1,045  496  0  1,542

計  11,695  1,532  1,038  14,266

セグメント利益又は損失（△）  678  12  △25  665

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  665

セグメント間取引消去  135

全社費用  △55

四半期連結損益計算書の営業利益  744
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