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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 5,952 6.5 362 △6.6 386 △1.9 232 △3.1
25年3月期第1四半期 5,590 △15.9 388 3.1 394 3.3 240 2.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 302百万円 （30.3％） 25年3月期第1四半期 231百万円 （△0.4％）

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

26年3月期第1四半期 18.11 ―
25年3月期第1四半期 18.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 21,611 13,077 60.5
25年3月期 21,422 13,186 61.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,077百万円 25年3月期  13,186百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 32.00 32.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 29.00 29.00

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）

（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

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



(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  

(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報告書の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、金融商品取引法に
基づく四半期報告書の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 
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。 

※  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   ：  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） 26年3月期1Q 12,840,000 株 25年3月期 12,840,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 716 株 25年3月期 716 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 12,839,284 株 25年3月期1Q 12,839,284 株
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（１）連結経営成績に関する説明 

① 業績結果 

 (a) 売上高 

 売上高は、前年同期間比で6.5％増加となりました。当第１四半期連結累計期間における日本経済は、新政

権による経済・金融政策により円安・株高が進行し、個人消費や輸出関連など一部の企業業績に持ち直しの動

きが見られるなど、景気回復の兆しが見られました。しかしながら、国内製造業の設備投資が本格回復するま

でには至っておらず、欧州諸国の財政問題や中国をはじめとした新興国の成長鈍化などによる世界経済の下振

れ懸念もあることから、先行き不透明な状況で推移しました。 

 このような状況のなか、当社グループは、価格体系の見直し、納期対応、品質を改めると同時に、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」の普及と機能改善により、お客様の利便

性の向上を図ってまいりました。 

 以上の結果、売上高は59億5千2百万円（前年同期間比6.5％増）となりました。 

  

 (b) 営業利益 

 営業利益は、前年同期間比で6.6％減益となりました。競争が激化する市場において、販売単価の引き下げ

に経費削減が追いつかず減益となりました。 

  

 (c) 経常利益 

 (b)と同理由により、経常利益も前年同期間比で減益となりました。ただし、円安により為替損益が好転し

たため、前年同期間比で1.9％の減益で留まりました。  

  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高59億5千2百万円（前年同期間比6.5％増）、営業利益

は3億6千2百万円（前年同期間比6.6％減）、経常利益3億8千6百万円（前年同期間比1.9％減）、四半期純利益は2

億3千2百万円（前年同期間比3.1％減）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。 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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、

自動車関連業界の経済環境は、①の(a) 売上高に記載のとおりです。 

 一方、原材料市況は、アルミ地金がトン当たり期初の24万円から6月末は23万8千円に、銅地金はトン当たり期初

の73万円から6月末は70万円に下落し、逆にステンレス鋼板はトン当たり期初の27万5千円から6月末は29万円と上

昇しました。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、当第１四

半期連結累計期間においては、3千6百万円の増益要因となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

セグメント 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

日本 百万円 5,696 百万円 348 百万円 364 百万円 210

中国 百万円 256 百万円 14 百万円 22 百万円 22



（２）連結財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、216億1千1百万円と、対前連結会計年度末比で0.9％、1億8千8百万

円増加しました。 

 流動資産は、160億5千万円と、対前連結会計年度末比で0.9％、1億4千9百万円増加しました。主な要因は、配当

金支払等により現金及び預金が2億3千1百万円減少しましたが、売上高増加に伴い受取手形及び売掛金が3億6千1百

万円増加したためです。 

 固定資産は、55億6千万円と、対前連結会計年度末比で0.7％、3千9百万円増加しました。主な要因は、機械装置

等の購入による有形固定資産の増加3千1百万円です。 

 流動負債合計は、85億1百万円と、対前連結会計年度末比で3.9％、3億2千2百万円増加しました。主な要因は、

仕入高増加に伴う支払手形及び買掛金の増加2億5百万円、未払金の増加6千5百万円、未払配当金の増加4千4百万円

です。 

 純資産は、130億7千7百万円と、対前連結会計年度末比で0.8％、1億8百万円減少しました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の61.6％から60.5％となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年5月10日に公表した業績予想から変更ございません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（２）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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法により計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

     

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,509,335 5,278,289

受取手形及び売掛金 7,167,083 7,528,990

商品及び製品 3,115,497 3,140,664

原材料及び貯蔵品 16,130 16,310

繰延税金資産 44,624 45,289

その他 70,367 62,061

貸倒引当金 △21,728 △21,135

流動資産合計 15,901,310 16,050,469

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,682,397 6,694,689

減価償却累計額 △4,767,541 △4,817,294

建物及び構築物（純額） 1,914,855 1,877,395

機械装置及び運搬具 2,814,270 2,936,424

減価償却累計額 △1,892,727 △1,947,588

機械装置及び運搬具（純額） 921,543 988,836

土地 1,856,833 1,856,833

その他 332,266 335,307

減価償却累計額 △302,559 △303,688

その他（純額） 29,707 31,618

有形固定資産合計 4,722,938 4,754,682

無形固定資産 225,496 220,352

投資その他の資産   

投資有価証券 371,875 404,616

繰延税金資産 16,298 －

その他 184,510 181,028

投資その他の資産合計 572,683 585,645

固定資産合計 5,521,119 5,560,681

資産合計 21,422,430 21,611,150



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,471,225 7,676,817

未払費用 371,351 397,242

未払法人税等 209,350 152,034

役員賞与引当金 21,000 2,755

その他 105,872 272,333

流動負債合計 8,178,799 8,501,183

固定負債   

繰延税金負債 － 2,084

長期預り保証金 12,950 12,950

その他 43,922 16,965

固定負債合計 56,872 31,999

負債合計 8,235,672 8,533,183

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 11,424,535 11,246,189

自己株式 △818 △818

株主資本合計 13,045,115 12,866,768

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 82,767 103,627

為替換算調整勘定 58,875 107,570

その他の包括利益累計額合計 141,642 211,198

純資産合計 13,186,757 13,077,967

負債純資産合計 21,422,430 21,611,150



（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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,590,066 5,952,507

売上原価 4,460,518 4,863,389

売上総利益 1,129,548 1,089,118

販売費及び一般管理費 740,961 726,198

営業利益 388,587 362,919

営業外収益   

受取利息 435 791

受取配当金 4,196 4,769

不動産賃貸料 15,300 16,086

為替差益 － 7,346

その他 1,776 1,461

営業外収益合計 21,708 30,454

営業外費用   

支払利息 189 －

不動産賃貸費用 3,633 5,026

支払手数料 598 448

為替差損 10,897 －

その他 709 987

営業外費用合計 16,030 6,462

経常利益 394,265 386,911

税金等調整前四半期純利益 394,265 386,911

法人税等 154,194 154,400

少数株主損益調整前四半期純利益 240,071 232,510

四半期純利益 240,071 232,510



（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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 240,071 232,510

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,951 20,860

為替換算調整勘定 8,666 48,695

その他の包括利益合計 △8,285 69,555

四半期包括利益 231,785 302,066

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 231,785 302,066

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期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）

（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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