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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 7,163 △31.1 △68 ― △74 ― △122 ―
24年3月期第2四半期 10,402 2.7 492 △23.7 458 △28.3 242 △34.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △118百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 330百万円 （17.4％）

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 △5.20 ―
24年3月期第2四半期 10.28 ―

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 12,985 5,203 40.1 220.36
24年3月期 13,627 5,369 39.4 227.40
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,203百万円 24年3月期  5,369百万円

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  
当期の配当につきましては、未定とさせていただきます。今後予想が可能となりました時点で速やかに公表する予定です。 

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

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  ：  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 14,000 △21.0 0 △100.0 △20 ― △90 ― △3.81



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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は終了しております。 

※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3ページ「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

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） 25年3月期2Q 23,700,000 株 24年3月期 23,700,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 86,601 株 24年3月期 86,601 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 23,613,399 株 24年3月期2Q 23,614,101 株
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平成25年３月期の当第２四半期連結累計期間は、７月以降、世界経済ではギリシャ・スペインの財政

不安および軟調な米中経済指標を背景に円高が継続し、日本産業界に一層の空洞化懸念が強まりまし

た。９月に入り、欧州の重債務国救済策や日米追加金融緩和の発表により、新興国通貨や商品市場も上

昇しましたが、世界経済の停滞に加え、世界需要の牽引役である中国経済の減速懸念は一段と顕著にな

りました。また各国の金融緩和策により、流動性は金、原油、非鉄商品等の商品市場に流入する傾向は

続きました。 

 伸銅業界全体の黄銅棒の生産につきましては、４月～９月の累計では90,050トンと前年同期に比べ

9.7％減少しました。第２四半期は、第１四半期に比べ、景気鈍化の気配もさらに強まり、生産量も減

少傾向となりました。 

 新工場への移転を継続中の当社に関しましても、同様に生産量および受注量の減少を受けることとな

りました。なお、鋳造・押出工程におきましては、新工場と旧工場の並行操業を継続しておりました

が、第２四半期末をもって、鋳造工程は新工場に一本化し、年内に押出工程、来年３月末までの電子素

材部門の移設をもって、移転完了となる見込みです。 

大阪黄銅株式会社を含む当社グループの業績につきましては、第２四半期累計で、製品等の販売量

は、12,174トンと前年同期比16.3％減少しました。売上高につきましては販売量の減少と販売価格の低

下により、7,163百万円と前年同期比31.1％減少しました。収益面につきましては、上述のとおり、販

売量の減少および新工場と旧工場の並行操業によるエネルギーコストの大幅な上昇等を主たる要因とし

て、また株式相場の下落による保有投資有価証券の減損処理も加わり、赤字決算を余儀なくされまし

た。営業損失は68百万円（前年同期比△560百万円）、経常損失は74百万円（前年同期比△533百万

円）、四半期純損失は122百万円（前年同期比△365百万円）となりました。 

  

当社グループは伸銅品関連事業の単一セグメントとしております。伸銅品関連事業の部門別の業績を

示すと、次のとおりであります。 

（伸銅品） 

当社グループの主力製品である伸銅品は、新工場への移転も絡み、販売量は前年同期比15.2％の減

少となりました。また原料価格の下落も相俟って、売上高は6,400百万円と前年同期比29.3％の減少

となりました。 
  
（伸銅加工品） 

伸銅加工品では、主として建設機械向けの切削品、鍛造品等の分野で、中国向けの大幅な減少によ

り、販売量では前年同期比23.0％の減少となり、売上高は価格の下落と相俟って338百万円と前年同

期比40.5％の減少となりました。 
  
（その他の金属材料） 

子会社である大阪黄銅株式会社の流通としての機能を発揮することで、伸銅品原材料のみならず伸

銅品以外の材料（アルミおよびステンレス材等）の販売を進めて参りましたが、景気鈍化の影響によ

り売上高は424百万円と前年同期比45.8％の減少となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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①資産負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ、641百万円減少し、12,985百万円

となりました。 

 流動資産は、消費税の還付等による未収入金433百万円の減少および現金及び預金の228百万円の減

少、また受取手形及び売掛金の234百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ889百万円減少し、

6,965百万円となりました。 

 固定資産は、投資有価証券が評価損計上により54百万円減少しましたが、設備投資による建設仮勘定

の計上により355百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ247百万円増加の6,020百万円と

なりました。 

 負債は、運転資金減少に伴い借入金が547百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ475

百万円減少の7,782百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失の計上および配当金の支払による利益剰余金の減少等により、前連結会計年

度末に比べ166百万円減少し、5,203百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.7％増加の40.1％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は前第２四半期連結累計期間に比べ387百万

円減少し891百万円になりました。 

（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、681百万円（前年同四半期連結累計期間は382百万円の収入）となり

ました。これは主に、税金等調整前四半期純損失146百万円を計上しましたが売上債権の227百万円の減

少、および消費税の還付等に伴うその他の増加額413百万円の計上によるものであります。 

（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、312百万円（前年同四半期連結累計期間は451百万円の支出）となり

ました。これは主に、有形固定資産の取得による支出315百万円によるものであります。 

（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、597百万円（前年同四半期連結累計期間は56百万円の収入）となり

ました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,249百万円および長期借入による収入750百万円に

よるものであります。 
  

当第２四半期連結会計期間における業績動向を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成24年10

月26日に平成25年3月期の連結業績予想を修正しております。 

 また、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したも

のであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

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 1,153,434 924,515

受取手形及び売掛金 3,975,933 3,741,276

商品及び製品 383,752 536,287

仕掛品 1,119,342 826,892

原材料及び貯蔵品 557,599 675,472

未収入金 441,020 7,191

繰延税金資産 202,050 235,538

その他 22,848 18,483

貸倒引当金 △1,730 △439

流動資産合計 7,854,251 6,965,218

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 155,223 156,973

減価償却累計額 △8,748 △16,346

建物及び構築物（純額） 146,474 140,626

機械装置及び運搬具 2,041,867 2,068,199

減価償却累計額 △1,476,696 △1,539,194

機械装置及び運搬具（純額） 565,171 529,004

土地 4,208,011 4,208,011

建設仮勘定 － 355,420

その他 136,945 138,320

減価償却累計額 △114,786 △117,934

その他（純額） 22,159 20,386

有形固定資産合計 4,941,816 5,253,448

無形固定資産

ソフトウエア 9,864 8,562

施設利用権等 9,719 9,469

無形固定資産合計 19,584 18,031

投資その他の資産

投資有価証券 757,427 702,654

その他 54,370 46,567

投資その他の資産合計 811,798 749,221

固定資産合計 5,773,199 6,020,702

資産合計 13,627,451 12,985,920
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(単位：千円)

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 1,322,669 1,324,844

短期借入金 3,649,656 3,345,815

未払消費税等 － 27,382

未払費用 252,564 247,673

未払法人税等 13,374 11,257

賞与引当金 61,800 47,700

その他 126,435 187,841

流動負債合計 5,426,499 5,192,514

固定負債

長期借入金 1,234,911 990,936

退職給付引当金 181,057 186,613

役員退職慰労引当金 89,530 83,700

環境対策引当金 90,000 90,000

繰延税金負債 478,307 483,816

再評価に係る繰延税金負債 741,315 741,315

その他 16,248 13,618

固定負債合計 2,831,369 2,590,000

負債合計 8,257,869 7,782,514

純資産の部

株主資本

資本金 1,595,250 1,595,250

資本剰余金 290,250 290,250

利益剰余金 2,206,829 2,036,819

自己株式 △15,821 △15,821

株主資本合計 4,076,508 3,906,498

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △8,381 9

繰延ヘッジ損益 △37,238 △41,795

土地再評価差額金 1,338,693 1,338,693

その他の包括利益累計額合計 1,293,073 1,296,907

純資産合計 5,369,581 5,203,405

負債純資産合計 13,627,451 12,985,920
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（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：千円）

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 10,402,701 7,163,894

売上原価 9,439,345 6,777,147

売上総利益 963,355 386,747

販売費及び一般管理費 471,203 454,844

営業利益又は営業損失（△） 492,152 △68,096

営業外収益

受取利息 894 116

受取配当金 10,743 11,753

受取保険金 － 11,569

その他 2,452 4,507

営業外収益合計 14,090 27,946

営業外費用

支払利息 38,954 18,834

支払手数料 － 8,803

売上割引 6,422 5,487

手形売却損 2,166 1,448

その他 420 113

営業外費用合計 47,964 34,686

経常利益又は経常損失（△） 458,278 △74,836

特別損失

固定資産除却損 87 －

投資有価証券評価損 32,281 72,007

特別損失合計 32,369 72,007

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

425,909 △146,844

法人税、住民税及び事業税 148,693 8,341

法人税等調整額 34,449 △32,402

法人税等合計 183,143 △24,061

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

242,766 △122,782

四半期純利益又は四半期純損失（△） 242,766 △122,782
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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：千円)

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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

242,766 △122,782

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22,693 8,390

繰延ヘッジ損益 110,085 △4,557

その他の包括利益合計 87,391 3,833

四半期包括利益 330,157 △118,949

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 330,157 △118,949

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

425,909 △146,844

減価償却費 101,949 76,461

貸倒引当金の増減額（△は減少） △682 △1,290

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,288 5,556

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,940 △5,830

受取利息及び受取配当金 △11,637 △11,870

支払利息 38,954 18,834

売上割引 6,422 5,487

投資有価証券評価損益（△は益） 32,281 72,007

有形固定資産除却損 87 －

売上債権の増減額（△は増加） 19,427 227,722

たな卸資産の増減額（△は増加） 421,943 22,041

仕入債務の増減額（△は減少） △235,653 2,174

未払消費税等の増減額（△は減少） 47,557 27,382

その他 47,371 413,952

小計 889,582 705,785

利息及び配当金の受取額 15,384 11,870

利息の支払額 △38,970 △19,749

法人税等の支払額 △483,405 △16,729

営業活動によるキャッシュ・フロー 382,590 681,176

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 △23,000 △23,000

定期預金の払戻による収入 38,000 23,000

有価証券の償還による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △14,110 △315,773

有形固定資産の売却による収入 400 －

無形固定資産の取得による支出 △3,120 －

投資有価証券の取得による支出 △3,062 △1,625

収用に係る経費分による支出 △157,135 －

収用に係る設備取得のための支出 △589,236 －

保険積立金の解約による収入 － 3,693

その他 156 1,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △451,108 △312,512
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（単位：千円）

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） 525,996 △48,372

長期借入れによる収入 － 750,000

長期借入金の返済による支出 △373,896 △1,249,443

リース債務の返済による支出 △5,269 △2,881

配当金の支払額 △90,187 △46,886

自己株式の取得による支出 △38 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 56,603 △597,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,915 △228,918

現金及び現金同等物の期首残高 1,291,226 1,120,434

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,279,311 891,515
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

（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
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