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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 24,392 △19.3 1,241 △14.9 1,385 △37.1 1,211 △38.8

24年3月期第2四半期 30,239 28.8 1,459 △18.9 2,203 15.8 1,979 76.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,139百万円 （△38.5％） 24年3月期第2四半期 1,854百万円 （63.0％）

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2四半期 182.09 ―

24年3月期第2四半期 271.74 ―

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2四半期 33,542 16,106 45.6 2,279.08
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2四半期  15,298百万円 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 ― 6.00

25年3月期（予想） ― 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、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  ：  有  
 

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 46,000 △15.3 2,000 5.1 2,150 0.3 1,650 △15.7 246.92



(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2Q 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2Q 2,154,399 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2Q 6,652,481 株 24年3月期2Q 7,284,336 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２四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、景気は後退局面にありました。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月から６月にかけて下落し、低い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。また、茨

城県にある、連結子会社サンエツ金属株式会社新日東事業所では、東京電力が原発事故の処理費用等の負担分を電

力料金の大幅な値上げにより価格転嫁してきたため、工場の省エネ活動に注力しました。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が243億92百万円（前年同四半期比19.3％減少）とな

り、営業利益は12億41百万円（同14.9％減少）、経常利益は、営業外収益に計上した原料相場のリスクヘッジのた

めのデリバティブ評価益が１億９百万円（前年同四半期は６億85百万円）だったため、13億85百万円（同37.1％減

少）となりました。四半期純利益は、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（前年同四半期は５億76百万円）計上し、また、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など、補助金収入１億39百万円を特別利

益に計上したため、12億11百万円（同38.8％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３万9,149トン（前年同四半期比9.1％減少）となりました。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、201億44百万円（同22.8％減少）となり、セグメント利益は、11億99百万円（同

17.3％減少）となりました。 

②精密部品 

 精密部品事業では、売上高は20億79百万円（前年同四半期比4.3％増加）となりましたが、機械等の増設に伴う

減価償却費などが増加したため、セグメント利益は、９百万円（同90.9％減少）となりました。 

③配管・鍍金 

 配管・鍍金事業では、売上高は21億68百万円（前年同四半期比1.3％増加）となり、セグメント損失は、６百万

円（前年同四半期はセグメント損失86百万円）となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益を18億19百万円計上しましたが、有形固定資産の取得や短期借入金の返済などによる支出等の要因により、前連

結会計年度末に比べ４百万円の増加にとどまり、当第２四半期連結会計期間末には３億94百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果得られた資金は17億75百万円（前年同四半期は２億82百万円の使用）となりました。これは主に

税金等調整前四半期純利益18億19百万円、減価償却費５億55百万円、たな卸資産の減少７億58百万円等によるもの

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７億89百万円（前年同四半期比７億19百万円支出の減少）となりました。これは

主に有形固定資産の取得６億８百万円などによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は９億82百万円（前年同四半期は18億32百万円の獲得）となりました。これは主に

短期借入金９億90百万円の返済などによるものです。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は238億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円増加

いたしました。これは主にたな卸資産が７億55百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が２億61百万円、その

他が５億40百万円増加したことによるものであります。固定資産は97億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ

４億33百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が３億93百万円、投資有価証券が１億45百万円減少した

ことによるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



 この結果、総資産は、335億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億85百万円減少いたしました。  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は154億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億6百万円減

少いたしました。これは主に未払法人税等が４億33百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が４億47百万円、

短期借入金が９億90百万円減少したことによるものであります。固定負債は19億43百万円となり、前連結会計年度

末に比べ１億34百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が62百万円、繰延税金負債が83百万円減少したこ

とによるものであります。 

 この結果、負債合計は、174億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億41百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は161億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億55百万

円増加いたしました。これは主に四半期純利益12億11百万円などによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は45.6％（前連結会計年度末は41.8％）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 景気の減速に伴い、当社の連結子会社であるサンエツ金属株式会社の下期販売量が、当初計画を一割程度下回る

ものと予想されることから、通期連結業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成24年11月７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。 

   

（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、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２四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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 390 394

受取手形及び売掛金 13,926 14,187

商品及び製品 3,615 3,666

仕掛品 3,085 2,585

原材料及び貯蔵品 2,406 2,100

前払費用 68 69

繰延税金資産 250 247

その他 44 584

貸倒引当金 △27 △27

流動資産合計 23,760 23,808

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,100 6,144

減価償却累計額 △3,195 △3,293

建物及び構築物（純額） 2,904 2,851

機械装置及び運搬具 16,231 13,672

減価償却累計額 △14,273 △12,007

機械装置及び運搬具（純額） 1,957 1,664

土地 3,994 3,998

建設仮勘定 17 3

その他 1,638 691

減価償却累計額 △1,542 △631

その他（純額） 95 59

有形固定資産合計 8,969 8,576

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 785 640

長期前払費用 9 0

前払年金費用 308 240

その他 153 333

貸倒引当金 △112 △112

投資その他の資産合計 1,144 1,101

固定資産合計 10,167 9,733

資産合計 33,928 33,542



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,691 3,244

短期借入金 11,160 10,170

1年内返済予定の長期借入金 44 －

未払金 345 126

未払費用 476 598

未払法人税等 196 629

賞与引当金 499 458

設備関係支払手形 56 123

その他 227 142

流動負債合計 16,699 15,492

固定負債   

長期借入金 502 440

繰延税金負債 425 341

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 240 228

その他 － 19

固定負債合計 2,078 1,943

負債合計 18,777 17,435

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,756 2,756

資本剰余金 2,671 2,691

利益剰余金 9,633 10,814

自己株式 △1,484 △1,469

株主資本合計 13,577 14,792

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66 △45

土地再評価差額金 519 519

為替換算調整勘定 28 31

その他の包括利益累計額合計 614 505

少数株主持分 959 807

純資産合計 15,150 16,106

負債純資産合計 33,928 33,542



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 30,239 24,392

売上原価 27,436 21,755

売上総利益 2,802 2,637

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 461 387

給料及び手当 361 340

その他 520 667

販売費及び一般管理費合計 1,343 1,395

営業利益 1,459 1,241

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 19 10

為替差益 － 5

デリバティブ評価益 685 109

その他 114 88

営業外収益合計 819 216

営業外費用   

支払利息 40 27

為替差損 3 －

環境対策引当金繰入額 － 21

その他 31 24

営業外費用合計 75 72

経常利益 2,203 1,385

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 9 139

その他 4 28

特別利益合計 654 444

特別損失   

固定資産除却損 12 10

特別損失合計 12 10

税金等調整前四半期純利益 2,845 1,819

法人税等 882 570

少数株主損益調整前四半期純利益 1,962 1,248

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16 37

四半期純利益 1,979 1,211



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,962 1,248

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △109 △111

為替換算調整勘定 1 2

その他の包括利益合計 △108 △108

四半期包括利益 1,854 1,139

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,871 1,102

少数株主に係る四半期包括利益 △16 37



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 2,845 1,819

減価償却費 485 555

有形固定資産除却損 12 10

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △0

負ののれん発生益 △576 △275

段階取得に係る差損益（△は益） △64 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 43 △41

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29 △32

環境安全対策引当金増減額（△は減少） － 21

受取利息及び受取配当金 △19 △11

支払利息 40 27

売上債権の増減額（△は増加） △350 △227

たな卸資産の増減額（△は増加） △484 758

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9 △82

仕入債務の増減額（△は減少） △499 △339

未払消費税等の増減額（△は減少） 115 △45

デリバティブ評価損益（△は益） △685 △109

その他の流動負債の増減額（△は減少） 19 △43

その他 △40 7

小計 853 1,991

利息及び配当金の受取額 19 11

利息の支払額 △40 △26

法人税等の支払額 △1,115 △201

営業活動によるキャッシュ・フロー △282 1,775

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 △683 △608

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 △41 △1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△784 －

貸付けによる支出 － △950

貸付金の回収による収入 － 770

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,509 △789



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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） 1,220 △990

長期借入金の返済による支出 △69 △106

株式の発行による収入 737 －

自己株式の処分による収入 － 194

自己株式の取得による支出 △21 △24

子会社の自己株式の取得による支出 － △26

配当金の支払額 △34 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,832 △982

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42 4

現金及び現金同等物の期首残高 197 390

現金及び現金同等物の四半期末残高 239 394



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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２四半期連結累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5,593百万円であります。 

    

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  26,106  1,992  2,140  30,239

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 2,163  1,171  0  3,336

計  28,269  3,164  2,141  33,575

セグメント利益又は損失（△）  1,449  102  △86  1,465

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,465

セグメント間取引消去  △6

四半期連結損益計算書の営業利益  1,459



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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、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。 

   

   

  伸銅 精密部品 配管・鍍金 合計 

売上高         

外部顧客への売上高  20,144  2,079  2,168  24,392

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,898  962  0  2,861

計  22,043  3,041  2,169  27,253

セグメント利益又は損失（△）  1,199  9  △6  1,201

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,201

セグメント間取引消去  172

全社費用  △132

四半期連結損益計算書の営業利益  1,241
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