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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第3四半期 134,539 7.1 3,696 3.1 4,009 △1.0 2,779 4.6
26年3月期第3四半期 125,611 1.2 3,585 △12.7 4,050 △10.5 2,657 △11.4

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 3,171百万円 （△9.0％） 26年3月期第3四半期 3,486百万円 （14.1％）

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

27年3月期第3四半期 104.41 ―
26年3月期第3四半期 98.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 72,951 49,813 68.3
26年3月期 66,398 47,449 71.5
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 49,811百万円 26年3月期 47,447百万円

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 ： 有  

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

26年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
27年3月期 ― 12.00 ―
27年3月期（予想） 13.00 25.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 180,000 8.8 5,500 22.1 5,900 20.6 4,100 28.4 154.03



(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レビュー手続きの対象外でありますが、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
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続き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、および合理的と判断する一定の情報に基づいており、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。なお、業績予想に関する事項は、【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 
業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期3Q 28,908,581 株 26年3月期 28,908,581 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 2,308,829 株 26年3月期 2,228,187 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 26,617,197 株 26年3月期3Q 26,937,303 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業を中心とした大企業においては業績改善の動きがみら

れるなど緩やかな回復基調が続いておりますが、消費税増税の駆け込み需要の反動の長期化や、円安の影響による

物価の上昇により個人消費は低調に推移しており、引き続き先行きが不透明な状況が続いております。

このような経済状況の下、当社グループの各セグメントの業績は、次のとおりであります。

　
貴金属関連事業

貴金属部門では、主力顧客である半導体・電子部品業界の生産状況は、全体として緩やかな回復基調が続き、電

子材料等の販売量は前年同四半期を下回りましたが、貴金属製品の販売量は前年同四半期を上回りました。また、

銀を除く貴金属相場の上昇もあり、全体としての売上高は前年同四半期に比べ増加しました。

環境部門では、対象業界の生産活動が緩やかな回復基調にあり、当社グループの取扱量も増加で推移しましたが、

写真感材回収の銀価格の下落もあり、売上高は前年同四半期に比べ減少しました。

これらの結果、当該事業の売上高は92,580百万円（前年同四半期比2.8％増）、営業利益2,794百万円（同4.9％減）

となりました。

食品関連事業

食品部門では、国内の緩やかな景気回復感は続いているものの、個人消費の弱さや、円安などによる原価高騰と

いった厳しい事業環境となっています。この中で、水産品、畜産品及び農産品の販売数量が増加し、価格の上昇も

あり、売上高は前年同四半期に比べ増加しました。

これらの結果、当該事業の売上高は42,010百万円（前年同四半期比18.0％増）、営業利益901百万円（同39.8％増）

となりました。

以上により、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高134,539百万円（前年同四半期比7.1％増）、営業利益

3,696百万円（同3.1％増）、経常利益4,009百万円（同1.0％減）、四半期純利益2,779百万円（同4.6％増）となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

　（1）資産、負債及び純資産の状況

　 （総資産）

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6,552百万円増加し、72,951百万円となりまし

た。これは主として現金及び預金の減少を上回る売上債権及びたな卸資産の増加によるものです。

　（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,188百万円増加し、23,137百万円となりま

した。これは主として未払金の減少を上回る借入金の増加によるものです。

　（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ2,364百万円増加し、49,813百万円となりまし

た。これは主として配当金の支払い等による減少を、当第３四半期連結累計期間の利益による増加が上回ったこと

によるものです。
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　（2）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

1,300百万円減少し5,497百万円となりました。

（営業活動のキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は3,506百万円となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益に減価償却費を加えた資金の増加と、法人税等の支払額、売上債権の増加及びたな卸資産

の増加による資金の減少の差引によるものです。なお、前年同四半期の3,279百万円の資金の減少に比べ227百万

円減少しました。

（投資活動のキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間における投資活動に使用した資金は1,914百万円となりました。これは主として工場

設備の新設・更新等の有形固定資産取得によるものです。なお、前年同四半期の543百万円の支出に比べ1,370百

万円支出増加となりました。

（財務活動のキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間における財務活動により増加した資金は4,009百万円となりました。これは主に配当

金の支払いによる減少を借入金の増加が上回ったことによるものです。なお、前年同四半期の205百万円の資金の

増加に比べ3,804百万円増加となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

貴金属関連事業における利益率の向上と貴金属相場の上昇により、平成27年３月期の通期連結業績予想を平成26

年11月14日に公表した予想値から下記のとおり修正致します。

平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

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

前回発表予想(A)
百万円
170,000

百万円
4,700

百万円
5,000

百万円
3,270

円 銭
122.81

今回修正予想(B) 180,000 5,500 5,900 4,100 154.03

増減額(B-A) 10,000 800 900 830 -

増減率(%) 5.9 17.0 18.0 25.4 -

（ご参考）前期実績
（平成26年3月期）

165,416 4,503 4,893 3,192 118.75
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第

１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を、割引率

決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職

給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしま

した。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が113百万円増加し、利益剰余金が72百万円減

少しております。なお、当第３四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。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,798 5,626

受取手形及び売掛金 16,482 22,499

商品及び製品 12,828 14,322

仕掛品 313 315

原材料及び貯蔵品 6,235 6,662

繰延税金資産 420 374

未収入金 1,547 691

その他 2,597 2,903

貸倒引当金 △43 △46

流動資産合計 47,181 53,347

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,664 7,780

減価償却累計額 △3,760 △4,015

建物及び構築物（純額） 3,903 3,765

機械装置及び運搬具 6,776 6,988

減価償却累計額 △4,385 △4,943

機械装置及び運搬具（純額） 2,390 2,044

土地 7,773 7,811

リース資産 264 229

減価償却累計額 △163 △138

リース資産（純額） 101 90

建設仮勘定 126 406

その他 997 1,033

減価償却累計額 △682 △753

その他（純額） 314 279

有形固定資産合計 14,610 14,398

無形固定資産

その他 215 185

無形固定資産合計 215 185

投資その他の資産

投資有価証券 3,040 3,606

繰延税金資産 119 35

その他 1,436 1,569

貸倒引当金 △205 △190

投資その他の資産合計 4,390 5,019

固定資産合計 19,216 19,603

資産合計 66,398 72,951
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 8,095 8,395

短期借入金 1,347 6,606

1年内返済予定の長期借入金 623 890

リース債務 47 34

未払法人税等 579 420

賞与引当金 623 319

未払金 2,258 828

その他 2,278 3,288

流動負債合計 15,854 20,785

固定負債

長期借入金 2,244 1,501

リース債務 53 55

役員退職慰労引当金 596 576

退職給付に係る負債 156 182

その他 44 36

固定負債合計 3,095 2,352

負債合計 18,949 23,137

純資産の部

株主資本

資本金 3,559 3,559

資本剰余金 4,008 4,008

利益剰余金 41,311 43,378

自己株式 △2,526 △2,621

株主資本合計 46,353 48,324

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 252 403

繰延ヘッジ損益 86 △91

為替換算調整勘定 770 1,184

退職給付に係る調整累計額 △14 △9

その他の包括利益累計額合計 1,094 1,486

少数株主持分 1 1

純資産合計 47,449 49,813

負債純資産合計 66,398 72,951
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 125,611 134,539

売上原価 113,401 122,311

売上総利益 12,210 12,227

販売費及び一般管理費 8,625 8,531

営業利益 3,585 3,696

営業外収益

受取利息 3 6

受取配当金 19 17

持分法による投資利益 274 313

仕入割引 13 12

受取家賃 45 27

受取保険金 187 18

その他 25 34

営業外収益合計 569 430

営業外費用

支払利息 29 33

為替差損 6 43

賃貸収入原価 46 19

その他 21 20

営業外費用合計 104 116

経常利益 4,050 4,009

税金等調整前四半期純利益 4,050 4,009

法人税、住民税及び事業税 1,148 1,074

法人税等調整額 248 154

法人税等合計 1,396 1,229

少数株主損益調整前四半期純利益 2,653 2,779

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 0

四半期純利益 2,657 2,779
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,653 2,779

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 83 150

繰延ヘッジ損益 286 △178

為替換算調整勘定 354 367

退職給付に係る調整額 - 5

持分法適用会社に対する持分相当額 107 46

その他の包括利益合計 832 392

四半期包括利益 3,486 3,171

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,489 3,171

少数株主に係る四半期包括利益 △3 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31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 4,050 4,009

減価償却費 734 981

貸倒引当金の増減額（△は減少） △69 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） △302 △303

退職給付引当金の増減額（△は減少） △72 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33 △20

受取利息及び受取配当金 △22 △23

支払利息 29 33

持分法による投資損益（△は益） △274 △313

売上債権の増減額（△は増加） △1,375 △5,937

未収入金の増減額（△は増加） 217 676

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,888 △1,813

仕入債務の増減額（△は減少） 476 237

未払金の増減額（△は減少） △322 △397

その他 △375 654

小計 △1,160 △2,308

利息及び配当金の受取額 93 55

利息の支払額 △29 △33

法人税等の支払額 △2,182 △1,219

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,279 △3,506

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 - △121

有形固定資産の取得による支出 △455 △1,633

無形固定資産の取得による支出 △39 △14

投資有価証券の取得による支出 △7 △7

その他 △41 △137

投資活動によるキャッシュ・フロー △543 △1,914

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） 1,849 5,259

長期借入金の返済による支出 △550 △475

自己株式の取得による支出 △398 △95

配当金の支払額 △647 △639

その他 △47 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー 205 4,009

現金及び現金同等物に係る換算差額 223 110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,394 △1,300

現金及び現金同等物の期首残高 8,582 6,798

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,188 5,497
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（４）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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)

報告セグメント 調整額
(注)１

四半期連結損益
計 算 書 計 上 額

（注）２貴金属関連事業 食品関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 90,052 35,558 125,611 ― 125,611

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3 40 43 △43 ―

計 90,056 35,598 125,654 △43 125,611

セグメント利益 2,940 644 3,585 ― 3,585

（注）１ 調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。

　 ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　
２.報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

　
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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)

報告セグメント 調整額
(注)１

四半期連結損益
計 算 書 計 上 額

（注）２貴金属関連事業 食品関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 92,577 41,961 134,539 ― 134,539

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3 48 52 △52 ―

計 92,580 42,010 134,591 △52 134,539

セグメント利益 2,794 901 3,696 ― 3,696

（注）１ 調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。

　 ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２.報告セグメントの変更等に関する事項

「会計方針の変更」に記載のとおり、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。

以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号

平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第

67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を

見直し、割引率の決定方法を、割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した

年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均

割引率を使用する方法へ変更いたしました。

この変更に伴う当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。
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