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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 25,913 ― 1,296 ― 1,293 ― 716 ―

20年3月期第3四半期 28,536 4.0 1,967 △9.5 2,008 △10.1 1,096 △19.5

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

21年3月期第3四半期 55.80 ―

20年3月期第3四半期 85.39 ―

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

21年3月期第3四半期 22,925 11,814 51.5 920.16
20年3月期 25,890 11,773 45.5 917.00

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,814百万円 20年3月期  11,773百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 48.00 48.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 30,350 △20.4 930 △63.5 770 △70.5 320 △78.3 24.92

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。なお、上記の通期連結業績予想数値は、平成20年11月11日に発表したものから修正いたしました。詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に
関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  12,840,000株 20年3月期  12,840,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  592株 20年3月期  592株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  12,839,408株 20年3月期第3四半期  12,839,408株



 当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、夏以降、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退の影響

と、急激な円高に伴う輸出の減少や株価下落が企業の収益環境を悪化させ、バブル経済崩壊以上の急速な景気悪

化をもたらす厳しい状況となりました。 

 特に、昨年10月以降、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、自動車

関連業界、航空機関連業界の景気後退による設備投資抑制の動きは、急激かつ著しく、当第３四半期内（2008年

10月～2008年12月）における売上高は、予想を大きく下回る状況となりました。 

 アルミ地金は４月トン当たり34万6千円から12月末は17万5千円に、銅地金は４月トン当たり90万円から12月末

には31万円に、ステンレス鋼板は４月トン当たり51万6千円から12月末は38万5千円と当第３四半期連結累計期間

で大幅に下落しました。 

 このような環境の中で当社グループは、早期の業績回復に向け、必要人員の調整による人的効率の向上をはじ

め、固定費削減による企業体質の改善に努めております。  

 しかし、景気後退による需要減と地金相場の落ち込みの影響により売上高は減少に転じ、九州工場等の設備投

資による減価償却費の増加、また、運賃上昇を主とする販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は減少い

たしました。 

 結果として、残念ながら当第３四半期連結累計期間の売上高は259億1千3百万円（対前年同期比9.2％減）とな

り、営業利益は12億9千6百万円（同34.1％減）、経常利益は12億9千3百万円（同35.6％減）、四半期純利益は7

億1千6百万円（同34.7％減）となりました。 

 なお、記載は平成20年４月１日から12月31日の９ヶ月間に関するものであり、前年同期との比較について

は、前年同四半期連結累計期間との増減率を参考として記載しております。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、229億2千5百万円となり、前連結会計年度末と比較して29億6千5

百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産は、158億8千1百万円となり、前連結会計年度末と比較して29億5千2百万円の減少と

なりました。変化の主な要因は、配当金の支払や設備投資等により、現金及び預金が13億3千5百万円減少した

ことと、売上の減少等により、受取手形及び売掛金が20億7千4百万円減少したことであります。 

 負債の部では、流動負債は、110億2千万円となり、前連結会計年度末と比較して29億1千8百万円の減少とな

りました。変化の主な要因は、仕入の減少等により、支払手形及び買掛金が15億9千3百万円減少したことと、

短期借入金が4億4千7百万円減少したことであります。 

 純資産の部は、118億1千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して4千万円の増加となりました。 

 また、１株当たり純資産は、920円16銭となり、前連結会計年度末と比較して3円17銭の増加となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.5％から51.5％となりました。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、20億3百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して13億3千5百万円の減少となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 なお、前年同期との比較については、前年同四半期連結累計期間との増減率を参考として記載しておりま

す。  

（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5億9千9百万円（対前年同期比6.2％増）となりました。 

 主な要因は、棚卸資産の増加や仕入債務の減少があったものの、売上債権が減少したことであります。   

（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8億5千5百万円（同12.3％減）となりました。 

 主な内容は、九州工場の設備投資を中心とする有形固定資産取得による支出7億4千6百万円であります。   

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



（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10億6千7百万円（同93.1％増）となりました。 

 主な内容は、借入金返済による支出6億6千1百万円と配当金の支払による支出6億1千5百万円であります。 

  

 当社グループの主要需要家である半導体製造装置業界および液晶製造装置業界をはじめ、自動車関連業界、航

空機関連業界の設備投資抑制は、拡大、長期化の様相を呈しております。当社グループといたしましては、売上

高が前回発表予想を大きく下回る状況に対応すべく、固定費の削減や改善活動等経営の合理化に取り組んでおり

ます。しかしながら、現時点においては急激かつ著しい悪化に対応できず、業績の回復には時間がかかると想定

されます。今後の景況悪化による需要減退の影響等を勘案した結果、平成20年11月11日に公表した業績予想を修

正いたします。 

                             （金額の単位：百万円） 

 (注)上記業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものであります。し

たがって実際の業績は経済環境、事業環境などの変化により、記載の予想数値とは異なる可能性がありますの

で、その旨ご承知おき下さい。 

   

 該当事項はありません。     

 税金費用については、当第３四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。 

 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。    

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  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 ) 32,620 1,270 1,320 700 54円52銭

今 回 修 正 予 想 ( Ｂ ) 30,350 930 770 320 24円92銭

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) △2,270 △340 △550 △380 △29円60銭

増 減 率 ( ％ ) △7.0 △26.8 △41.7 △54.3 △54.3

( ご 参 考 ) 前 期 実 績
38,118 2,551 2,611 1,473 114円76銭

( 平 成 2 0 年 ３ 月 期 )

４．その他 

（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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

会計処理基準に関する事項の変更 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年

５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。 

 この変更による影響は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、所有権

移転外ファイナンス・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から通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上することとしております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 この変更による影響はありません。  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,003,901 3,339,814

受取手形及び売掛金 9,603,980 11,678,271

商品 3,940,548 3,457,096

貯蔵品 32,213 21,665

繰延税金資産 194,474 195,095

その他 131,296 171,835

貸倒引当金 △24,687 △30,045

流動資産合計 15,881,727 18,833,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,029,747 5,602,845

減価償却累計額 △3,865,144 △3,714,281

建物及び構築物（純額） 2,164,602 1,888,564

機械装置及び運搬具 2,346,186 2,048,750

減価償却累計額 △890,570 △645,612

機械装置及び運搬具（純額） 1,455,615 1,403,137

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 225,739 296,922

その他 515,090 497,767

減価償却累計額 △382,927 △346,577

その他（純額） 132,163 151,189

有形固定資産合計 5,834,544 5,596,239

無形固定資産   

ソフトウエア 323,533 574,232

その他 94,385 53,480

無形固定資産合計 417,919 627,713

投資その他の資産   

投資有価証券 498,508 601,544

繰延税金資産 79,631 38,101

その他 213,252 193,599

投資その他の資産合計 791,392 833,246

固定資産合計 7,043,855 7,057,198

資産合計 22,925,583 25,890,932



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,681,569 11,275,443

短期借入金 608,055 1,055,526

未払法人税等 145,069 616,237

賞与引当金 91,428 310,729

役員賞与引当金 28,089 46,000

未払費用 376,044 460,199

その他 89,898 174,393

流動負債合計 11,020,154 13,938,530

固定負債   

長期借入金 － 2,516

退職給付引当金 － 13,766

役員退職慰労引当金 62,633 134,470

その他 28,450 27,950

固定負債合計 91,083 178,702

負債合計 11,111,238 14,117,233

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 10,093,084 9,995,950

自己株式 △713 △713

株主資本合計 11,713,768 11,616,634

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 92,586 155,666

為替換算調整勘定 7,989 1,398

評価・換算差額等合計 100,575 157,064

純資産合計 11,814,344 11,773,699

負債純資産合計 22,925,583 25,890,932



（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 25,913,014

売上原価 21,287,124

売上総利益 4,625,890

販売費及び一般管理費 3,329,625

営業利益 1,296,264

営業外収益  

受取利息 1,347

受取配当金 10,267

不動産賃貸料 54,857

その他 4,467

営業外収益合計 70,939

営業外費用  

支払利息 11,999

不動産賃貸費用 11,276

支払手数料 3,820

為替差損 35,912

その他 11,068

営業外費用合計 74,077

経常利益 1,293,125

税金等調整前四半期純利益 1,293,125

法人税等 576,671

四半期純利益 716,454



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 1,293,125

減価償却費 766,582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,357

賞与引当金の増減額（△は減少） △219,004

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,911

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,766

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,836

受取利息及び受取配当金 △11,614

支払利息 11,999

売上債権の増減額（△は増加） 2,073,435

たな卸資産の増減額（△は増加） △492,808

仕入債務の増減額（△は減少） △1,594,739

その他 △66,909

小計 1,651,195

利息及び配当金の受取額 11,614

利息の支払額 △12,143

法人税等の支払額 △1,051,457

営業活動によるキャッシュ・フロー 599,208

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 △746,063

無形固定資産の取得による支出 △108,570

投資有価証券の取得による支出 △1,573

その他の支出 △7,835

その他の収入 8,513

投資活動によるキャッシュ・フロー △855,530

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 208,651

短期借入金の返済による支出 △158,276

長期借入金の返済による支出 △502,761

配当金の支払額 △615,191

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,067,578

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,335,913

現金及び現金同等物の期首残高 3,339,814

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,003,901



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 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20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 当社グループの事業は、「金属事業」の単一セグメントでありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の売上高の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 当社グループの海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しておりま

す。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高       28,536

Ⅱ 売上原価       23,224

売上総利益       5,311

Ⅲ 販売費及び一般管理費       3,344

営業利益       1,967

Ⅳ 営業外収益  72

 （受取利息） (1) 

 （受取配当金） (9) 

 （不動産賃貸収入） (54) 

 （為替差益） (1) 

 （その他）     (4) 

Ⅴ 営業外費用  31

 （支払利息） (9) 

 （不動産賃貸費用） (11) 

 （支払手数料） (4) 

 （その他）     (6) 

経常利益       2,008

税金等調整前四半期純利益       2,008

税金費用       911

四半期純利益       1,096



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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      2,008

減価償却費      697

貸倒引当金の増加額      8

賞与引当金の減少額       △177

役員賞与引当金の減少額       △14

退職給付引当金の減少額      △10

役員退職慰労引当金の増加額       13

受取利息及び受取配当金       △10

支払利息      9

売上債権の減少額      256

たな卸資産の増加額       △303

仕入債務の減少額       △846

その他       34

小計      1,663

利息及び配当金の受取額       10

利息の支払額       △8

法人税等の支払額      △1,101

営業活動によるキャッシュ・フロー       563



  

  

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 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        △914

有形固定資産の売却による収入        10

無形固定資産の取得による支出        △67

投資有価証券の取得による支出        △1

その他投資に係る支出        △8

その他投資に係る収入       5

投資活動によるキャッシュ・フロー       △975

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入れによる収入        162

短期借入金の返済による支出        △47

長期借入金の返済による支出        △0

配当金の支払額       △667

財務活動によるキャッシュ・フロー       △552

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額       1

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額      △963

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高       3,790

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高       2,827



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 当社グループの事業の種類別セグメントは、「金属事業」の単一セグメントでありますので、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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