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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 22,150 △7.1 1,380 0.4 1,366 △2.8 826 6.6
24年3月期 23,844 △7.6 1,375 △38.2 1,406 △37.1 775 △38.0

（注）包括利益 25年3月期 960百万円 （20.5％） 24年3月期 797百万円 （△29.8％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 64.41 ― 6.4 6.6 6.2
24年3月期 60.40 ― 6.3 6.8 5.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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 21,422 13,186 61.6 1,027.06
24年3月期 20,154 12,547 62.3 977.25

（参考） 自己資本   25年3月期  13,186百万円 24年3月期  12,547百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 1,329 △175 △320 5,509
24年3月期 661 △124 △500 4,652

2.  配当の状況 

（注） 平成25年３月期期末配当金の内訳     普通配当 27円00銭   記念配当 5円00銭 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 320 41.4 2.6
25年3月期 ― 0.00 ― 32.00 32.00 410 49.7 3.2

26年3月期(予想) ― 0.00 ― 29.00 29.00 40.0

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

 

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) 11,500 4.9 720 2.2 750 8.4 450 6.6 35.05
通期 23,800 7.4 1,500 8.7 1,550 13.4 930 12.5 72.43



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注） 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の7（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該当
するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．15「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項）」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 12,840,000 株 24年3月期 12,840,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期 716 株 24年3月期 716 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 12,839,284 株 24年3月期 12,839,286 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 21,669 △7.7 1,348 △4.0 1,372 △5.4 832 1.6
24年3月期 23,486 △8.1 1,405 △36.6 1,450 △35.9 819 △35.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 64.86 ―

24年3月期 63.87 ―

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 21,513 13,346 62.0 1,039.51
24年3月期 20,346 12,806 62.9 997.42

（参考） 自己資本 25年3月期  13,346百万円 24年3月期  12,806百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続が 
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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 11,200 4.2 740 6.1 450 5.2 35.05
通期 23,200 7.1 1,540 12.2 930 11.7 72.43
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(1）経営成績に関する分析 

① 業績結果 

(a) 売上高 

売上高は、前年同期比で7.1％減少となりました。当連結会計年度における日本経済は、期間後半には政権交代

後の経済政策により円安・株価の上昇が見られましたが、実体経済への影響は小さく終わりました。全般的には、

円高や欧州債務危機を発端とした世界経済の減速、中国をはじめとした新興国の成長鈍化により輸出が減少するな

ど、厳しい状況が続きました。 

また、世界的な需要減速を受けて、原材料市況も大きく低迷しておりましたが、第３四半期連結会計期間後半

以降、上昇の傾向が見られました。 

このような状況のなか、当社グループは、小口・少頻度のユーザー取引を流通業者経由に転換してまいりまし

た。また、平成24年３月には、インターネット経由で24時間・365日お見積り可能な「白銅ネットサービス」をス

タートさせ、お客様の利便性向上を図ってまいりました。 

施策の効果等もあり、第３四半期以降、売上高は緩やかな回復傾向で推移しました。しかしながら、厳しい経

済状況のなか国内製造業の設備投資が低調に推移したことが影響し、売上高は前年同期比で減少しました。減少要

因には、原材料市況の下落による影響1.7％、平成24年４月からスクラップ売却収入を売上高計上から売上原価控

除へ変更したことによる影響1.0％も含まれます。 

(b) 営業利益 

営業利益は、前年同期比で0.4％増益となりました。当連結会計年度は、売上高の減少のほか、原材料市況の下

落により、前年同期比で1億3千万円の減益要因がありました。しかし、当連結会計年度は、経費削減効果、および

前連結会計年度で発生した一過性の損失1億9千8百万円が無い事などの理由により増益となりました。 

(c) 経常利益 

経常利益は、前年同期比で2.8％減益となりました。当連結会計年度は、営業利益は前年同期比で増益となりま

したが、為替差損が前年同期比で2千5百万円増加したことなどの影響により、減益となりました。 

  

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高221億5千万円（前年同期比7.1％減）、営業利益は13億8千万円

（前年同期比0.4％増）、経常利益13億6千6百万円（前年同期比2.8％減）、当期純利益は8億2千6百万円（前年同

期比6.6％増）となりました。 

  

セグメントごとの業績は次のとおりとなります。 

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）  

  

② 当社を取り巻く環境 

当社グループ業績に影響度の高い半導体製造装置業界および液晶製造装置業界、工作機械業界、事務機器業

界、自動車関連業界は、当連結会計年度後半には政権交代後の経済政策により輸出関連に改善が見られました。し

かしながら、全般的には円高や欧州債務危機を発端とした世界経済の減速、中国をはじめとした新興国の成長鈍化

による輸出の減少などの影響により、厳しい状況が続きました。 

一方、原材料市況は、アルミ地金がトン当たり期初の22万2千円から3月末は24万円に、銅地金はトン当たり期

初の75万円から3月末は76万円に上昇し、逆にステンレス鋼板はトン当たり期初の30万4千円から3月末は27万5千円

と下落しました。これら原材料市況は、当社グループの売上高および売上原価等に影響を及ぼすものであり、当連

結会計年度においては、9千6百万円の減益要因となりました。  

  

③ 次期の見通し 

翌連結会計年度の日本経済の見通しにつきましては、デフレ脱却に向けた政府の経済対策、金融政策の効果等

により、徐々に景気回復に向かうことが期待されます。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

セグメント 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

日本 百万円 21,327 百万円 1,348 百万円 1,373 百万円 833

中国 百万円 823 百万円 31 百万円 △6 百万円 △6



しかしながら、実体経済への波及効果は未知数であり、欧州債務危機の再燃による世界経済の下振れ懸念もあ

ることから、引き続き先行き不透明な状況が続くものと予想されます。 

このようななか、当社グループは「３．経営方針 （３）会社の対処すべき課題」に記載しております経営課

題に取り組むことで業績の向上に努めてまいります。 

以上により、翌連結会計年度の業績見通しは、売上高は238億円（前年同期比7.4％増）、営業利益は15億円

（前年同期比8.7％増）、経常利益は15億5千万円（前年同期比13.4％増）、当期純利益は9億3千万円（前年同期比

12.5％増）を予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産合計は、214億2千2百万円と、対前連結会計年度末比で6.3％、12億6千7百万円増加しま

した。 

 流動資産は、159億1百万円と、対前連結会計年度末比で10.3％、14億8千6百万円増加しました。主な要因は、現

金及び預金の増加8億5千7百万円と、第３四半期以降の売上高増加による売掛金及び受取手形の増加3億4百万円、商

品及び製品の増加3億4千2百万円です。 

 固定資産は、55億2千1百万円と、対前連結会計年度末比で△3.8％、2億1千8百万円減少しました。主な要因は、

減価償却費の計上による有形固定資産の減少9千4百万円と無形固定資産の減少3千6百万円です。 

 流動負債合計は、81億7千8百万円と、対前連結会計年度末比で8.6％、6億4千9百万円増加しました。主な要因

は、前述の商品及び製品の増加による支払手形及び買掛金の増加6億8千8百万円です。 

 純資産は、131億8千6百万円と、対前連結会計年度末比で5.1％、6億3千9百万円増加しました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の62.3％から61.6％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度末に比べ、8

億5千7百万円増加し、55億9百万円となりました。 

 その内訳は次のとおりです。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローによって資金は、13億2千9百万円（前年同期は6億6千1百万円）となりま

した。 

 これは、税金等調整前当期純利益13億7千万円、減価償却費4億5千6百万円と法人税等の支払額により5億9千9

百万円支出したことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローによって資金は、△1億7千5百万円（前年同期は△1億2千4百万円）となり

ました。これは、有形固定資産の取得により2億3千2百万円支出したことなどによるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローによって資金は、△3億2千万円（前年同期は△5億円）となりました。 

 これは、配当金の支払で3億2千万円支出したことによるものです。 

  

 当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％）  57.1  55.5  57.7  62.3  61.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 36.0  50.8  53.3  49.0  49.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
 708.8  97.0  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 20.0  62.0  664.6  1,088.7  －



※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております

が、平成23年３月31日以降、利子を支払っている負債がないので平成23年3月期以降の記載が「－」になっておりま

す。 

※キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、財務体質の強化と業績に裏付けられた成果の配分を実施することを基本方針としております。 

この基本方針に基づき平成25年５月10日開催の定例取締役会において、平成25年３月期配当金として１株につ

き普通配当27円とすることを決定いたしました。 

また株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、創業80周年記念として１株につき5円の記念配当を実施いた

します。これにより、平成25年３月期配当金は、普通配当27円と合わせて１株につき32円となります。 

なお、次期配当につきましては、改めて経営成績の向上を目指し、基本方針に則り平成26年３月期の配当予想

を達成する所存であります。 

  

(4）事業等のリスク 

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下があります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成25年３月31日）現在において判断したもの

であります。 

  

① 販売方法別のリスクについて  

当社グループは、アルミニウム・伸銅・ステンレス・特殊鋼等の金属製品やプラスチック製品の加工および販

売を次の二つの販売方法で行っております。一つは標準在庫品販売で、自社工場に常時約4,000品目サイズの商品

を在庫し、それを流通業者およびユーザーからの注文に応えて、加工して販売する方法です。この販売方法のリス

クには、自社工場に大量の在庫を抱えることや国内の景気動向の影響を受けやすいことが挙げられます。  

もう一つは特注品販売で、特定の大口ユーザー向けのオリジナル規格の商品を、当社工場を介さずにメーカー

から直接大口ユーザーに納品して販売する方法です。この販売方法のリスクには、特定大口ユーザーの生産動向に

影響されることが挙げられます。 

  

② 特定業界への売上高依存度について 

当社グループは、アルミニウムやステンレスの厚板を多方面の業界に販売しております。なかでも半導体製造装

置業界および液晶製造装置業界向けの売上比率が高く、同業界は、いわゆる「シリコンサイクル」や「クリスタル

サイクル」に大きく影響されるため、その周期によって当社グループの業績に影響を及ぼすことが挙げられます。

  

③ 非鉄金属市況による影響について 

当社グループの主要販売商品であるアルミニウム、伸銅等の非鉄金属の価格は、国際市況によって変動してお

ります。国際市況が大きく変動した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼすことが挙げられます。 

  

④ 当社の基幹施設の故障等による影響について 

自然災害および機械故障による当社工場の操業不能、情報システムの処理不能、電話・ファクシミリ等の通信

不能は当社グループの業績に影響を及ぼすことが挙げられます。  

  



 当社グループは、当社（白銅株式会社）および連結子会社の上海白銅精密材料有限公司によって構成されており、金

属製品およびプラスチック製品の加工ならびに販売を主たる業務としております。  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

◆ 顧客、地域、社会への貢献 

◆ 仕事を通じての個人の幸せの追求 

◆ 中・長期の経常利益増大 

以上の３つを当社の経営の基本方針として位置づけ、当社グループと関わる皆様すべてに信頼される企業を目指

します。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社は、具体的な経営指標の数値目標を定めておりません。 

売上高および経常利益の長期的な成長を目指してまいります。 

  

(3）会社の対処すべき課題 

◆ 流通業者向けの販売強化 

◆ 無駄の排除による経費削減  

◆ 次期主力商品の開発と拡販 

◆ 海外事業の積極展開  

以上の課題を解決するため、次のとおり対処いたします。 

  

① 流通業者向けの販売強化 

当社グループは、効果的かつ効率的な営業体制の構築を目指すべく、小口・少頻度取引きのユーザーとの直

接取引きから流通業者を経由した販売方針に転換してまいりました。今後も、カタログ規格にない商品の販

売、きめ細かい加工の対応、価格体系の見直し、24時間365日お見積り可能な「白銅ネットサービス」の機能改

善などにより、流通業者向け販売の強化を図ってまいります。 

  

② 無駄の排除による経費削減 

不透明な経済環境が続くなか、景気動向に左右されない強い組織を目指します。そのため、当社グループは

無駄を排除し、業務を簡素化、効率化することで、より一層の経費削減を図ってまいります。 

  

③ 次期主力商品の開発と拡販 

当社グループの高い加工能力を活かし、市場規模の大きいステンレス、特殊鋼の販売を強化いたします。ま

た、航空機用のアルミニウムおよび航空機関連業界等で注目度の高い炭素繊維強化プラスチックなどの新素材

も、積極的な販売に努めてまいります。将来に向けた成長のために、次期主力商品の開発と拡販に取り組んで

まいります。 

  

④ 海外事業の積極展開 

連結子会社の上海白銅精密材料有限公司は、広東省をはじめとした販売エリアの拡大と中国材の拡販等によ

り売上の増大を図るとともに業務の効率化、簡素化によって一層の経費削減を図ることで早期の黒字化を目指

してまいります。 

また、タイ駐在員事務所の開設によりタイ国内への販売強化を図るとともに、アジアを中心とした海外販売

代理店および新仕入先の開拓など、新たな海外事業についても積極的な展開を図ってまいります。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,652,250 5,509,335

受取手形及び売掛金 ※2 18ページ参照  6,862,971 ※2 18ページ参照  7,167,083

商品及び製品 2,772,909 3,115,497

原材料及び貯蔵品 14,857 16,130

繰延税金資産 38,655 44,624

その他 83,218 70,367

貸倒引当金 △9,668 △21,728

流動資産合計 14,415,194 15,901,310

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,631,280 6,682,397

減価償却累計額 △4,593,705 △4,767,541

建物及び構築物（純額） 2,037,575 1,914,855

機械装置及び運搬具 2,584,131 2,814,270

減価償却累計額 △1,696,659 △1,892,727

機械装置及び運搬具（純額） 887,472 921,543

土地 1,856,423 1,856,833

その他 358,663 332,266

減価償却累計額 △322,796 △302,559

その他（純額） 35,867 29,707

有形固定資産合計 4,817,340 4,722,938

無形固定資産 262,145 225,496

投資その他の資産   

投資有価証券 376,763 371,875

繰延税金資産 43,773 16,298

その他 239,738 184,510

投資その他の資産合計 660,275 572,683

固定資産合計 5,739,760 5,521,119

資産合計 20,154,955 21,422,430



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2 18ページ参照  6,782,983 ※2 18ページ参照  7,471,225

未払費用 363,896 371,351

未払法人税等 271,904 209,350

役員賞与引当金 39,000 21,000

その他 71,668 105,872

流動負債合計 7,529,453 8,178,799

固定負債   

長期預り保証金 23,350 12,950

その他 54,994 43,922

固定負債合計 78,344 56,872

負債合計 7,607,797 8,235,672

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 621,397 621,397

利益剰余金 10,918,563 11,424,535

自己株式 △818 △818

株主資本合計 12,539,142 13,045,115

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54,077 82,767

為替換算調整勘定 △46,062 58,875

その他の包括利益累計額合計 8,015 141,642

純資産合計 12,547,157 13,186,757

負債純資産合計 20,154,955 21,422,430



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 23,844,183 22,150,997

売上原価 ※1 18ページ参照  19,591,386 ※1 18ページ参照  17,925,373

売上総利益 4,252,797 4,225,623

販売費及び一般管理費 ※2 18ページ参照  2,877,730 ※2 18ページ参照  2,845,197

営業利益 1,375,066 1,380,426

営業外収益   

受取利息 1,896 3,050

受取配当金 10,887 7,588

不動産賃貸料 61,200 61,200

その他 7,971 5,457

営業外収益合計 81,955 77,296

営業外費用   

不動産賃貸費用 12,120 23,036

支払手数料 2,409 1,949

為替差損 15,079 40,501

固定資産除却損 17,601 8,887

解約違約金 － 13,573

その他 3,363 3,281

営業外費用合計 50,574 91,230

経常利益 1,406,447 1,366,491

特別利益   

投資有価証券売却益 － 11,658

特別利益合計 － 11,658

特別損失   

投資有価証券評価損 － 7,916

その他 － 60

特別損失合計 － 7,976

税金等調整前当期純利益 1,406,447 1,370,173

法人税、住民税及び事業税 670,720 537,599

法人税等調整額 △39,745 5,619

法人税等合計 630,974 543,218

少数株主損益調整前当期純利益 775,473 826,954

当期純利益 775,473 826,954



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 775,473 826,954

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,725 28,690

為替換算調整勘定 39,395 104,937

その他の包括利益合計 21,670 133,627

包括利益 797,143 960,582

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 797,143 960,582

少数株主に係る包括利益 － －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

当期首残高 621,397 621,397

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 621,397 621,397

利益剰余金   

当期首残高 10,623,410 10,918,563

期首剰余金調整 18,176 －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の変動額 2,237 －

剰余金の配当 △500,734 △320,982

当期純利益 775,473 826,954

当期変動額合計 276,975 505,972

当期末残高 10,918,563 11,424,535

自己株式   

当期首残高 △756 △818

当期変動額   

自己株式の取得 △61 －

当期変動額合計 △61 －

当期末残高 △818 △818

株主資本合計   

当期首残高 12,244,051 12,539,142

期首剰余金調整 18,176 －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の変動額 2,237 －

剰余金の配当 △500,734 △320,982

当期純利益 775,473 826,954

自己株式の取得 △61 －

当期変動額合計 276,914 505,972

当期末残高 12,539,142 13,045,115



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 71,802 54,077

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,725 28,690

当期変動額合計 △17,725 28,690

当期末残高 54,077 82,767

為替換算調整勘定   

当期首残高 △85,457 △46,062

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39,395 104,937

当期変動額合計 39,395 104,937

当期末残高 △46,062 58,875

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △13,654 8,015

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21,670 133,627

当期変動額合計 21,670 133,627

当期末残高 8,015 141,642

純資産合計   

当期首残高 12,230,396 12,547,157

期首剰余金調整 18,176 －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の変動額 2,237 －

剰余金の配当 △500,734 △320,982

当期純利益 775,473 826,954

自己株式の取得 △61 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21,670 133,627

当期変動額合計 298,584 639,600

当期末残高 12,547,157 13,186,757



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,406,447 1,370,173

減価償却費 497,753 456,498

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,205 12,043

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 △18,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,056 －

受取利息及び受取配当金 △12,784 △10,639

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,916

投資有価証券売却損益（△は益） － △11,658

有形固定資産売却損益（△は益） － △2,483

固定資産除却損 17,601 8,887

売上債権の増減額（△は増加） 171,732 △270,993

たな卸資産の増減額（△は増加） 392,694 △315,967

仕入債務の増減額（△は減少） △282,127 678,923

その他 △314,531 13,183

小計 1,834,525 1,917,884

利息及び配当金の受取額 12,784 10,639

利息の支払額 △622 －

法人税等の支払額 △1,184,993 △599,484

営業活動によるキャッシュ・フロー 661,695 1,329,038

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 △54,721 △232,168

有形固定資産の売却による収入 1,026 3,380

無形固定資産の取得による支出 △101,280 △38,707

投資有価証券の取得による支出 △1,201 △6,885

投資有価証券の売却による収入 － 60,093

その他の支出 △7,439 △40,309

その他の収入 38,695 78,773

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,920 △175,824

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △61 －

配当金の支払額 △500,901 △320,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △500,963 △320,904

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,601 24,775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,413 857,085

現金及び現金同等物の期首残高 4,594,315 ※ 22ページ参照  4,652,250

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

19,521 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 22ページ参照  4,652,250 ※ 22ページ参照  5,509,335



  該当事項はありません。  

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）



  １．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 

  上海白銅精密材料有限公司 

  

  ２．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

  ３．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）  

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

 ロ たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社は、定率法を採用し、連結子会社は、所在地国の法令に基づく定額法によっております。 

（会計方針の変更） 

（減価償却方法の変更）  

 当社は、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日以降に取得した有

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方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益はそれぞれ4,426千円増加しております。  

 ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、主として社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。  

 ハ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  

  

(3）重要な引当金の計上基準 

 イ 貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。  

 ロ 役員賞与引当金 

 当社は、役員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。  

 ハ 退職給付引当金（前払年金費用） 

 当社は従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、

必要と認められる額を計上しております。  

  

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 在外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。 

  

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）



(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 

  

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 イ 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。  



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（表示方法の変更）

（追加情報）



１ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。 

  

※２ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結

会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれてお

ります。 

  

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損（△は戻入益）が売上原価

に含まれております。 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

貸出コミットメントの総額 千円 1,200,000 千円 900,000

借入実行残高  －  －

差引額  1,200,000  900,000

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

受取手形 千円 274,251 千円 302,064

支払手形  686,732  712,500

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

千円 373,372 千円 △3,163

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

運賃  千円703,951 千円741,042

貸倒引当金繰入額   162   11,555

給与手当   675,470   679,314

賞与   271,609   196,368

役員賞与引当金繰入額   39,000   21,000

退職給付費用   △55,367   27,600

業務委託費   298,586   224,265

減価償却費   87,697   90,044



※１ その他の包括利益に係る組替調整額 

  

※２ その他の包括利益に係る税効果額 

  

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 千円 △35,052 千円 36,661

組替調整額  －  7,916

計  △35,052  44,577

為替換算調整勘定：     

当期発生額  39,395  104,937

組替調整額  －  －

計  39,395  104,937

税効果調整前合計  4,343  149,515

税効果額  17,327  △15,887

その他の包括利益合計  21,670  133,627

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

税効果調整前 千円 △35,052 千円 44,577

税効果額  17,327  △15,887

税効果調整後  △17,725  28,690

為替換算調整勘定：     

税効果調整前  39,395  104,937

税効果額  －  －

税効果調整後  39,395  104,937

その他の包括利益合計     

税効果調整前  4,343  149,515

税効果額  17,327  △15,887

税効果調整後  21,670  133,627



前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加74株であります。  

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  12,840  －  －  12,840

合計  12,840  －  －  12,840

自己株式         

普通株式 （注）  0  0  －  0

合計  0  0  －  0

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年５月11日 

取締役会 
普通株式  500,734  39 平成23年３月31日 平成23年６月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成24年５月９日 

取締役会 
普通株式  320,982 利益剰余金  25 平成24年３月31日 平成24年６月29日



当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  （注） 平成25年３月期期末配当の内訳    普通配当 27円  記念配当 5円  

  
当連結会計年度期
首株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  12,840  －  －  12,840

合計  12,840  －  －  12,840

自己株式         

普通株式  0  －  －  0

合計  0  －  －  0

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成24年５月９日 

取締役会 
普通株式  320,982  25 平成24年３月31日 平成24年６月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成25年５月10日 

取締役会 
普通株式  410,857 利益剰余金  32 平成25年３月31日 平成25年６月28日



※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
  
  

前連結会計年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 4,652,250千円 5,509,335千円 

現金及び現金同等物 4,652,250  5,509,335  



（借主側） 
１．ファイナンス・リース取引 
所有権移転外ファイナンス・リース取引 
①  リース資産の内容 
有形固定資産 
 金属製品等の加工並びに販売事業における生産設備（機械及び装置）であります。 

②  リース資産の減価償却の方法 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「３．会計処理基準に関する事項  （2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 
  
 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取
引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

  
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  
(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  
(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

  
(4）減価償却費相当額の算定方法 
  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  
(5）利息相当額の算定方法 
  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に
よっております。 

  
（減損損失について） 
リース資産に配分された減損損失はありません。 
  

２．オペレーティング・リース取引 
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

  

（リース取引関係）

  （単位：千円）
  前連結会計年度（平成24年３月31日） 

  取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

機械装置及び運搬具  8,000  7,523  476
合計  8,000  7,523  476

  （単位：千円）
  当連結会計年度（平成25年３月31日） 

  取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

機械装置及び運搬具 －  － －
合計 －  － －

  （単位：千円）

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内  503 －

１年超 － －
合計  503 －

  （単位：千円）

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

支払リース料  27,043  505
減価償却費相当額  25,215  476
支払利息相当額   219  2

  （単位：千円）

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

１年内  561 －

１年超 － －
合計  561 －



１．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、原則として資金運用は短期的な預金等にしており、資金調達は銀行借入による方法にしてお

ります。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針

としております。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク 

 受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクがあります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営

業債権は、為替の変動リスクがあります。  

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクがあります。 

 支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、

為替の変動リスクがあります。 

 デリバティブ取引は、当連結会計年度は行っておりません。 

(3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、販売先与信・利益調査要領に従い、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日

及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子

会社についても、当社の販売先与信・利益調査要領に準じて、同様の管理を行っております。 

② 市場リスク（為替等の変動リスク）の管理 

 営業債権債務に占める外貨建ての営業債権債務の割合が低いため、為替の変動リスクはヘッジしておりませ

ん。なお、外貨両替は、必要に応じて行っており、外貨預金の保有残高は必要 低限としております。 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取締役会に報告し

ており、保有状況を継続的に見直しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画書を作成・更新しております。手元資金枠

設定要領に従い、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、当

社の手元資金枠設定要領に準じて、同様の管理を行っております。 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。 

  

（金融商品関係）



２．金融商品の時価等に関する事項 

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。  

  

 前連結会計年度（平成24年３月31日） 

  

 当連結会計年度（平成25年３月31日） 

  

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

(3）投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の終値によっております。これらに関する事項は、注記事項「有価

証券関係」をご参照下さい。 

負 債 

(1）支払手形及び買掛金、（2）未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

  

  
連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金  4,652,250  4,652,250  －

(2）受取手形及び売掛金  6,862,971  6,862,971  －

(3）投資有価証券  161,900  161,900  －

資産計  11,677,122  11,677,122  －

(1）支払手形及び買掛金  6,782,983  6,782,983  －

(2）未払法人税等  271,904  271,904  －

負債計  7,054,888  7,054,888  －

  
連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金  5,509,335  5,509,335  －

(2）受取手形及び売掛金  7,167,083  7,167,083  －

(3）投資有価証券  205,447  205,447  －

資産計  12,881,866  12,881,866  －

(1）支払手形及び買掛金  7,471,225  7,471,225  －

(2）未払法人税等  209,350  209,350  －

負債計  7,680,576  7,680,576  －



２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

（※1）市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれます。し

たがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表には含めておりませ

ん。 

（※2）市場価格がなく、かつ実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・

フローを見積ることが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。 

  

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

 前連結会計年度（平成24年３月31日） 

  

 当連結会計年度（平成25年３月31日） 

    

（単位：千円）

区分
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

非上場株式（※1）  214,862  166,427

長期預り保証金（※2）  23,350  12,950

  
１年以内
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

現金及び預金  4,643,516  －  －  －

受取手形及び売掛金  6,862,971  －  －  －

合計  11,506,488  －  －  －

  
１年以内
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

現金及び預金  5,502,909  －  －  －

受取手形及び売掛金  7,167,083  －  －  －

合計  12,669,992  －  －  －



 １．その他有価証券 

前連結会計年度(平成24年３月31日)  

 (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 214,862千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

当連結会計年度(平成25年３月31日)  

 (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 166,427千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

 ２．売却したその他有価証券 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)  

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)  

  

 ３．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、有価証券について7,916千円（その他有価証券の株式7,916千円）減損処理を行っており

ます。 

なお、有価証券の減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した場

合には、「著しく下落した」ものとし、時価が50％以上下落したものについては減損処理を行い、時価が30％以上

50％未満下落したものについては、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理を行っております。 

また、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化等に

より実質価額が取得原価に比べて50％以上低下した場合には、「著しく低下した」ものとし、回復可能性が十分な証

拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。 

   

（有価証券関係）

  種類   
連結貸借対照表計上額

(千円) 
取得原価(千円) 差額(千円)  

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の  

株式  150,524  62,404  88,120

小計  150,524  62,404  88,120

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの  

株式  11,375         15,473      △4,097

小計   11,375    15,473   △4,097

合計  161,900  77,877  84,023

  種類   
連結貸借対照表計上額

(千円) 
取得原価(千円) 差額(千円)  

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の  

株式  204,631  75,943  128,687

小計  204,631  75,943  128,687

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの  

株式  816         903      △86

小計   816    903   △86

合計  205,447  76,846  128,600

種類   売却額(千円) 
売却益の合計額 

(千円) 

売却損の合計額 

(千円)  

株式  60,030  11,658  －

合計  60,030  11,658  －



 当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

    

  

１. 採用している退職給付制度の概要 

当社は、平成23年４月１日に退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度について、確定給付企業年金制度及び確

定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成14年

１月31日）を適用しております。    

２. 退職給付債務に関する事項  

注）「退職給付会計に関する実務指針」に定める簡便法に基づき、直近の年金財政計算上の責任準備金を退職給付債

務としています。  

３. 退職給付費用に関する事項 

  

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

責任準備金 724,784千円 

年金資産 809,400  

前払年金費用 84,616  

退職給付引当金 －千円 

退職給付費用  40,351千円 

確定給付企業年金制度及び確定拠出年

金制度への移行に伴う損益  
－
  

計 40,351千円 



前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

（ストック・オプション等関係）



１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。  

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

（税効果会計関係）

  前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

 

 

当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

繰延税金資産      

未払事業税否認  

減価償却繰入限度超過額 

千円

 

19,829

84,024

 

 

千円

 

17,848

86,003

未払賞与否認  42,768   25,073

投資有価証券評価損  

税務上の繰越欠損金 

 

 

22,387

114,991

 

 

 

 

6,831

116,868

端材商品評価減   111,645   107,000

その他   29,614   28,920

繰延税金資産小計   425,261   388,546

評価性引当額   △114,991   △116,868

繰延税金資産合計 千円310,269  千円271,677

繰延税金負債      

商品評価変更調整額  

その他有価証券評価差額金 

 

 

△143,108

△29,945

 

 

 

 

△113,754

△45,833

固定資産圧縮積立金  △19,643   △19,643

その他  △35,141   △31,522

繰延税金負債合計 千円△227,839  千円△210,754

繰延税金資産の純額 千円82,429  千円60,923

  前連結会計年度 

（平成24年３月31日）

 

 

当連結会計年度 

（平成25年３月31日）

流動資産－繰延税金資産 千円38,682  千円44,653

固定資産－繰延税金資産   93,363   81,775

流動負債－繰延税金負債  26   28

固定負債－繰延税金負債  49,589   65,477

法定実効税率 % 39.7  % 38.0

（調整）  

交際費  0.4   0.4

住民税均等割  1.0   1.0

役員賞与引当金  1.1   0.6

在外連結子会社の当期損失額  1.1   0.2

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  0.7   －

受取配当金   △0.2   △0.1

その他   1.0   △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率   44.8   39.6



３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 前連結会計年度（平成24年３月31日）  

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度からの法人税率の

引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に

使用する法定実効税率は従来の39.7％から平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する

連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消

が見込まれる一時差異については、35.6％となります。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）は 千円減少し、法人税等調整額が

千円、その他有価証券評価差額金が 千円、固定資産圧縮積立金が 千円、それぞれ増加しております。

  

 当連結会計年度（平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。  

4,453

10,102 3,411 2,237



前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）  

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）  

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。  

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。  

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）



１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、 高意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的

に検討を行う対象となっているものであります。当社グループの事業は、金属事業の単一事業であり、

国内においては当社が、中国においては上海白銅精密材料有限公司が、担当しております。両会社はそ

れぞれ独立した経営単位であり、各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」及び

「中国」の２つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成の基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、当期純利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

                                  （単位：千円）  

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  報告セグメント    
合計  

  日本  中国 

 売上高  

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部売上高又は振替高  

22,965,677

520,743

 

 

878,505

－

23,844,183

520,743

計  23,486,420  878,505 24,364,926

 セグメント利益又は損失（△）  819,997  △39,280 780,716

 セグメント資産  20,346,752  800,719  21,147,472

 セグメント負債  7,540,616  114,565  7,655,182

 その他の項目 

減価償却費 

税金費用（法人税等及び法人税等調整額） 

有形固定資産及び無形固定資産の増加額       

460,826

630,966

109,482

 

 

 

      

34,687

－

2,804       

495,513

630,966

112,287



当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

                                  （単位：千円）  

  

  報告セグメント    
合計  

  日本  中国 

 売上高  

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部売上高又は振替高  

21,327,562

341,870

 

 

823,434

－

22,150,997

341,870

計  21,669,432  823,434 22,492,867

 セグメント利益又は損失（△）  832,777  △6,516 826,260

 セグメント資産  21,513,970  892,737  22,406,707

 セグメント負債  8,167,348  108,162  8,275,510

 その他の項目 

減価償却費 

税金費用（法人税等及び法人税等調整額） 

有形固定資産及び無形固定資産の増加額       

424,329

543,890

292,319

 

 

 

      

27,041

－

3,160       

451,370

543,890

295,479



４．報告セグメント合計額と連結財務諸表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） 

                                （単位：千円）         

  

                                （単位：千円）         

  

                                （単位：千円） 

  

                                （単位：千円）         

  

（単位：千円） 

  

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度  

 報告セグメント計  24,364,926  22,492,867

 セグメント間取引消去  △520,743  △341,870

 連結損益計算書の売上高  23,844,183  22,150,997

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

 報告セグメント計  780,716  826,260

 セグメント間取引消去  △5,243  694

 連結損益計算書の当期純利益  775,473  826,954

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

 報告セグメント計  21,147,472  22,406,707

 セグメント間取引消去  △992,516  △984,277

 連結貸借対照表の資産合計  20,154,955  21,422,430

負債 前連結会計年度 当連結会計年度 

 報告セグメント計  7,655,182  8,275,510

 セグメント間取引消去  △47,385  △39,838

 連結貸借対照表の負債合計  7,607,797  8,235,672

その他の項目 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

税金費用  630,966  543,890  7 △672  630,974  543,218



前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％以下のため、記載

を省略しております。  

   

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％以下のため、記載

を省略しております。  

   

ｂ．関連情報



前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

   

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。  

   

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

   

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。  

   

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

   

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。  

   

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。  

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 977.25 円 1,027.06

１株当たり当期純利益額  円 60.40 円 64.41

  
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益（千円）  775,473  826,954

普通株主に帰属しない金額（千円）   －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  775,473  826,954

期中平均株式数（株）  12,839,286  12,839,284

（重要な後発事象）



(1）販売の状況 

  当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）の販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであ

ります。   

（注）１．総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の相手先はありません。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

(2）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動 

 ・新任予定取締役  

     取締役 山田 哲也 

     取締役 小田 律 （現 常勤監査役） 

  

 ・退任予定取締役  

     取締役 山田 和正 

  

 ・新任監査役候補 

     （常勤）監査役 飯島 純 

  

 ・退任予定監査役 

     （常勤）監査役 小田 律（取締役 就任予定）    

  

③ 就退任予定日 

  平成25年６月27日 

  

５．その他

品目  
金額 

（千円） 

前年同期比 

（％） 

アルミ  14,576,653  △8.0

伸銅  3,579,522  △3.3

ステンレス  2,978,899  △9.0

特殊鋼  387,531  0.9

その他  628,390  △2.6

合計  22,150,997  △7.1
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