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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 10,506 △25.1 △166 ― △174 ― △174 ―
24年3月期第3四半期 14,029 △7.2 345 △59.3 295 △64.4 210 △55.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △161百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 320百万円 （△16.3％）

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3四半期 △7.38 ―
24年3月期第3四半期 8.92 ―

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3四半期 12,947 5,160 39.9 218.56
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3四半期  5,160百万円 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3Q 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3Q 87,282 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3Q 23,613,263 株 24年3月期3Q 23,613,925 株
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平成25年３月期第３四半期連結累計期間（４月～12月）における世界経済は、米国では緩やかな回復

傾向がみられたものの、欧州全体では長引く債務問題により景気が低迷したほか、新興市場を牽引して

きた中国でも成長にかげりが見え始めるなど、停滞感の強い状態が続きました。国内経済についても、

世界経済低迷による需要減や円高、電力安定供給への懸念など不安材料から、弱含みの展開となり先行

き不透明な状況となりました。ただ、12月に入ると政権交代に伴う新たな経済政策に対する期待から円

安傾向となり景気回復への期待が高まりつつあります。 

伸銅業界の黄銅棒の生産量につきましては、東日本大震災発生後の需要減の影響を受けた前年同期に

比べ、更に5.3％減少し、需要減退の傾向が一層強くなり、受注は低迷しました。 

当社グループの平成25年３月期第３四半期連結累計期間（４月～12月）の売上高は販売量の減少およ

び原料価格の下落による販売価格の低下が要因となり、10,506百万円と前年同期比25.1％の減少となり

ました。 

収益面につきましては、販売量減少に新・旧工場並行操業によるエネルギーコストの上昇等が加わ

り、営業損失は166百万円（前年同期比△511百万円）、経常損失は174百万円（前年同期比△470百万

円）となり、その結果、当第３四半期連結累計期間の四半期純損失は174百万円（前年同期比△384百万

円）となりました。 

なお、当社新工場への集約については、今年３月末に完了する予定です。 

  

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は

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販売量の減少と販売価格の低下が大きく影響し、売上高は

9,454百万円と前年同期比22.3％の減少となりました。販売量は10.1％減少し、販売単価は原料価格

の下落に伴い13.5％低下しました。 
  
（伸銅加工品） 

切削／鍛造を中心とする伸銅加工品は、中国の金融引き締めを引き金に、中国経済の鈍化が著し

く、特に建設機械向け製品の受注数量が大幅に減少しました。販売量は前年同期比25.6％減少し、販

売単価も20.9％低下したことより売上高は457百万円と前年同期比41.2％の減少となりました。 
  
（その他の金属材料） 

非鉄金属原料の販売量は前年同期比27.6％減少しました。販売価格の低下も相俟って売上高は595

百万円と前年同期比45.2％減少しました。 
  

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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当第３四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、680百万円減少し、12,947百万円

となりました。     

流動資産は、未収入金が消費税の還付等により330百万円減少し、また現金及び預金が224百万円減少

および受取手形及び売掛金が345百万円減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ1,104百万円減

少し、6,750百万円となりました。 

固定資産は、有形固定資産の取得などにより前連結会計年度末に比べ424百万円増加し、6,197百万円

となりました。 

負債は、借入金が255百万円減少し、また支払手形及び買掛金が92百万円減少したことなどにより、

前連結会計年度末に比べ471百万円減少し、7,786百万円となりました。 

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221百万円の減少等により、

前連結会計年度末に比べ208百万円減少し、5,160百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5％増加の39.9％となりました。 

  

今後の景気動向が業績に与える影響等につきましては、現在精査中であり、現時点では平成24年10月

26日に公表いたしました業績予想を修正せず据え置いております。今後業績予想を見直す必要が生じた

ときは速やかに開示する予定です。 

なお、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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,153,434 928,741

受取手形及び売掛金 3,975,933 3,630,791

商品及び製品 383,752 503,689

仕掛品 1,119,342 559,589

原材料及び貯蔵品 557,599 835,290

未収入金 441,020 110,808

繰延税金資産 202,050 161,889

その他 22,848 19,591

貸倒引当金 △1,730 △299

流動資産合計 7,854,251 6,750,092

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 155,223 289,378

減価償却累計額 △8,748 △22,186

建物及び構築物（純額） 146,474 267,192

機械装置及び運搬具 2,041,867 2,160,661

減価償却累計額 △1,476,696 △1,536,947

機械装置及び運搬具（純額） 565,171 623,714

土地 4,208,011 4,208,011

建設仮勘定 － 284,381

その他 136,945 136,170

減価償却累計額 △114,786 △116,699

その他（純額） 22,159 19,471

有形固定資産合計 4,941,816 5,402,771

無形固定資産

ソフトウエア 9,864 7,910

施設利用権等 9,719 9,007

無形固定資産合計 19,584 16,918

投資その他の資産

投資有価証券 757,427 729,804

その他 54,370 47,826

投資その他の資産合計 811,798 777,630

固定資産合計 5,773,199 6,197,320

資産合計 13,627,451 12,947,413
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,322,669 1,230,381

短期借入金 3,649,656 3,582,966

未払消費税等 － 34,185

未払費用 252,564 221,704

未払法人税等 13,374 955

賞与引当金 61,800 15,700

その他 126,435 172,403

流動負債合計 5,426,499 5,258,296

固定負債

長期借入金 1,234,911 1,046,438

退職給付引当金 181,057 182,533

役員退職慰労引当金 89,530 87,080

環境対策引当金 90,000 90,000

繰延税金負債 478,307 368,217

再評価に係る繰延税金負債 741,315 741,315

その他 16,248 12,668

固定負債合計 2,831,369 2,528,252

負債合計 8,257,869 7,786,548

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 1,985,379

自己株式 △15,821 △15,883

株主資本合計 4,076,508 3,854,996

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 11,399

繰延ヘッジ損益 △37,238 △44,225

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 1,305,868

純資産合計 5,369,581 5,160,864

負債純資産合計 13,627,451 12,947,413
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

売上高 14,029,413 10,506,646

売上原価 12,990,736 10,009,780

売上総利益 1,038,676 496,866

販売費及び一般管理費 693,100 662,919

営業利益又は営業損失（△） 345,576 △166,053

営業外収益

受取利息 917 199

受取配当金 12,532 14,112

受取保険金 － 11,569

その他 3,312 10,456

営業外収益合計 16,762 36,338

営業外費用

支払利息 53,615 26,094

支払手数料 － 8,803

売上割引 9,238 7,706

手形売却損 3,184 2,392

その他 519 153

営業外費用合計 66,557 45,151

経常利益又は経常損失（△） 295,781 △174,867

特別利益

固定資産売却益 － 573

特別利益合計 － 573

特別損失

固定資産除却損 110 6

投資有価証券評価損 32,510 59,864

ゴルフ会員権評価損 － 190

特別損失合計 32,620 60,061

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（△）

263,160 △234,355

法人税、住民税及び事業税 41,958 15,472

法人税等調整額 10,570 △75,604

法人税等合計 52,528 △60,132

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（△）

210,631 △174,223

四半期純利益又は四半期純損失（△） 210,631 △174,223
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31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（△）

210,631 △174,223

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,347 19,780

繰延ヘッジ損益 △910 △6,986

土地再評価差額金 105,040 －

その他の包括利益合計 109,477 12,794

四半期包括利益 320,109 △161,428

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 320,109 △161,428

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

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）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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