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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 19,480 △35.7 △163 ― △78 ― △98 ―

21年3月期 30,300 △20.5 983 △61.4 808 △69.0 299 △79.7

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 ％ ％ ％

22年3月期 △7.71 ― △0.9 △0.4 △0.8

21年3月期 23.33 ― 2.6 3.5 3.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 20,105 11,158 55.5 869.11
21年3月期 19,952 11,396 57.1 887.63

（参考） 自己資本   22年3月期  11,158百万円 21年3月期  11,396百万円

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

22年3月期 1,577 △96 △1,142 3,416
21年3月期 357 △1,421 856 3,105

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00 141 47.2 1.2
22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 64 ― 0.6

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 21.00 21.00 40.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

12,100 49.9 630 ― 650 ― 380 ― 29.60

通期 24,100 23.7 1,170 ― 1,210 ― 670 ― 52.18



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については30ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 12,840,000株 21年3月期 12,840,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  592株 21年3月期  592株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 19,264 △35.9 △10 ― 40 △96.4 19 △95.3

21年3月期 30,049 △20.9 1,103 △58.5 1,139 △58.0 424 △69.9

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

22年3月期 1.54 ―

21年3月期 33.05 ―

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

22年3月期 19,735 11,344 57.5 883.54
21年3月期 19,422 11,429 58.8 890.18

（参考） 自己資本 22年3月期  11,344百万円 21年3月期  11,429百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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 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 
累計期間 11,900 50.0 650 ― 670 ― 400 ― 31.15

通期 23,700 23.0 1,200 ― 1,240 ― 700 ― 54.52



(1）経営成績に関する分析 

① 業績結果 

 当連結会計年度の当社グループの売上高は、一昨年来の世界的な金融危機による景気低迷の影響を受け、当第１

四半期までは前連結会計年度から引き続き減少傾向で推移いたしましたが、当第２四半期以降、増加傾向に転じま

した。当第２四半期連結会計期間までは経常損失の計上を余儀なくされておりましたが、当第３四半期以降、売上

高の増加傾向はさらに強まり、当第３四半期連結会計期間以降には経常利益を確保し、赤字基調から黒字基調に転

換するに至りました。しかしながら、当第２四半期連結累計期間までの経常損失を補うまでには至らず、通期にお

きましては経常損失を計上する結果となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高194億8千万円（前年同期比35.7％減）、営業損失は

1億6千3百万円（前年同期は営業利益9億8千3百万円）、経常損失は7千8百万円（前年同期は経常利益8億8百万

円）、当期純損失は9千8百万円（前年同期は当期純利益2億9千9百万円）となりました。 

② 当社を取り巻く環境と施策 

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、自動車関連業界におきましては、在庫調整が一巡し、新興国向けの輸出の回復や政府の景気対策の効果等によ

り生産に持ち直しの動きが見られました。なかでも半導体関連業界におきましては、世界的な需要回復の動きが顕

著となり、当第３四半期以降の当社グループの売上高の回復に大きな影響を与えました。しかし、その他の業界に

おける設備投資意欲は依然として低い状況にあり、当社グループの売上高は、前述の５業界を含む各業界の売上水

準そのものよりも、その設備投資水準に影響されるところが大きいことから、売上高の本格的な回復までには至り

ませんでした。 

一方、前連結会計年度で大幅に下落した非鉄金属の市況は、アルミ地金がトン当たり期初の16万6千円から期末

は24万3千円に、銅地金はトン当たり期初の43万円から期末は73万円と共に上昇傾向にあり、ステンレス鋼板はト

ン当たり期初の30万2千円から期末は30万円となり、横ばいで推移しました。 

このような状況の中で当社グループは、大幅な売上高の減少に耐えうる体制を作るべく、組織のスリム化およ

び事業所の統廃合、業務効率の向上等による経費削減を実施すると共に、お客さまへの営業強化と、引き合いに対

するフォローを徹底することにより受注率の向上を図るなど、業績の回復に努めました。 

③ 次期の見通し 

翌連結会計年度の経済状況の見通しにつきましては、景気が緩やかな回復傾向にあり、二番底の懸念が薄らい

ではいるものの、依然として個人消費の低迷や円高の進行、デフレ圧力による企業収益の圧迫など不安定要素も多

く、今後も厳しい状況が続くものと予測されます。また、半導体関連業界におきましては、引き続き堅調な回復が

期待されますが、その他業界における設備投資は、翌連結会計年度におきましても緩やかな回復に留まり、本格的

な回復までには時間を要するものと予測されます。 

このような状況のなかで、当社グループは、無駄の排除とあらゆる業務の効率化、簡素化などによる経費削減

を実施すると共に、将来における主力商品および新規事業の育成、海外事業の早期黒字化の実現を図ることにより

業績の回復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としては、売上高は241億円（前年同期比23.7％増）、営業利益は11

億7千万円（前年同期は、営業損失1億6千3百万円）、経常利益は12億1千万円（前年同期は、経常損失7千8百万

円）、当期純利益は6億7千万円（前年同期は、当期純損失9千8百万円）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、201億5百万円と、対前年同期比で0.8％、1億5千2百万円増加いたしました。 

 流動資産は、134億7千万円と、対前年同期比で5.8％、7億3千8百万円増加いたしました。主な増加要因は、現金

及び預金の増加3億1千1百万円と受取手形及び売掛金の増加9億7千9百万円であります。主な減少要因は、在庫の適

正化を図ったことによる商品及び製品の減少4億2千7百万円であります。 

 固定資産は、66億3千4百万円と、対前年同期比で△8.1％、5億8千5百万円減少いたしました。主な減少要因は、

減価償却費の計上により有形固定資産が5億2千1百万円減少したことであります。  

 負債合計は、89億4千6百万円と、対前年同期比で4.6％、3億9千万円増加いたしました。主な増加要因は、支払

手形及び買掛金の増加13億4千6百万円であります。主な減少要因は、余裕資金の状況を勘案して返済した短期借入

金の減少10億円であります。 

 純資産は、111億5千8百万円と、対前年同期比で△2.1％、2億3千7百万円減少いたしました。主な減少要因は、

配当金の支払いや当期純損失の計上により、利益剰余金が2億4千万円減少したことであります。 

 また、１株当たり純資産は、869円11銭と対前年同期比で18円52銭減少いたしました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前期末の57.1%から55.5%となりました。 

１．経営成績



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、営業活動による資金の純増15

億7千7百万円、投資活動による資金の純減9千6百万円、財務活動による資金の純減11億4千2百万円等により前連結

会計年度末に比べ10.0％、3億1千1百万円増加し、34億1千6百万円となりました。  

 当連結会計年度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。 

 （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・フローは15億7千7百万円の純増（前年同期比342.0％増）となりました。 

 主な要因は、税金等調整前当期純損失7千8百万円、減価償却費7億1千9百万円、売上債権の増加額9億7千6百万

円、たな卸資産の減少額4億4千8百万円、仕入債務の増加額13億4千4百万円であります。 

（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・フローは、9千6百万円の純減（同93.2％減）となりました。 

 主な内容は、有形固定資産の取得による支出1億3百万円であります。 

（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・フローは、11億4千2百万円の純減（前年同期は8億5千6百万円の純増）となりま

した。 

 内容は、短期借入金の返済による支出10億円と配当金の支払による支出1億4千2百万円であります。 

  

 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。 

※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。 

※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、株主の皆様への適切な利益配分を経営の 重要課題のひとつとして位置付け、財務体質の強化と将来の

事業展開に必要な内部留保の充実も勘案したうえで、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。 

このような方針に基づき平成22年５月12日開催の定例取締役会において、平成22年３月期配当金として１株につ

き普通配当5円とすることを決定しました。 

また、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23年３月期の配当予測を

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

のようなものがあります。 

 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22年３月31日）現在において判断したものであ

ります。 

① 商品販売の特徴について 

 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

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期  平成22年３月期

自己資本比率（％）  43.8  41.5  45.5  57.1  55.5

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 165.3  108.8  67.3  36.0  50.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
 59.6  35.3  89.7  708.8  97.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 142.3  289.9  94.9  20.0  62.0



を二つの販売方法で行っております。 

 一つは標準品販売で、自社工場に常時約5,000品目サイズの製品を在庫し、それをエンドユーザーおよび同業問屋

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のオリジナル規格の商品を仕入先に手配し、自社工場を介さずに

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、商社の役割として機能しているため、売上高総利益率が低いことや特定の大口ユー

ザーの生産動向に影響されることが挙げられます。 

② 業界別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が、そのなかでも半導体

製造装置業界および液晶製造装置業界向けのシェアが高く、常時25％を超えております。 

 同業界は、いわゆる「シリコンサイクル」に大きく影響されるため、その周期による景気動向が当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 非鉄金属の市況の変動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。当社グループは、適時適量の仕入、在庫量の圧縮、販売価格への転嫁等により、市況の変動による影響を抑え

る体制構築に努めておりますが、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可能性があり

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のための工場機械の操業不能、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可能性があります。 

  

 当社グループ（当社および連結子会社）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と

で構成されており、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。 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

 
  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

当社グループの経営方針は『金属・プラスチック製品の加工・即納と 適サービスの提供により、もの創りに携

わるお客様の事業の発展に貢献する。』とし、日々高度化するお客様のニーズに対し、お客様に有益で 適な製品、

サービスを提供し続けられる企業であることを目指します。また、それによりお客様の事業の発展に貢献するととも

に、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、具体的な経営指標を定めておりませんが、売上高および経常利益の向上を目指すことで安定的かつ継続

的な成長を目指してまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは「白銅グループ 中期経営計画（2010年度～2012年度）」を本事業年度から新たにスタートさせ

ました。 

 本計画におきまして、前述の経営方針とその達成のための行動姿勢および具体的施策を併せて定め、従業員全員に

徹底することにより、従業員は迷うことなく計画の達成に向けて邁進してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

当社グループは前述した「白銅グループ 中期経営計画（2010年度～2012年度）」により、次の課題に取り組ん

でまいります。 

◆ 経費削減による競争力の強化 

◆ 効果的かつ効率的な営業体制の構築による収益力の改善 

◆ 将来を見据えた次期主力商品および新規事業の育成 

◆ 中国事業の黒字化 

◆ 会社法、金融商品取引法における内部統制システムの改善 

これらの課題を解決するため、次のとおり対処致します。 

① 経費削減による競争力の強化 

厳しい経済環境が続くなか、本格的な売上高の回復には時間を要する状況が予測されます。そのような状況

のなかでも、一定の利益を確保すべく、景気動向に左右されない強い組織を目指す必要があります。そのため

に、当社グループでは各業務に要する『時間の半減』とその結果の『価値を２倍』にすることを目指し、無駄

を排除し、あらゆる業務を簡素化、効率化いたします。またその結果、経費が抑制される仕組みを構築し、競

争力の強化を図ります。 

② 効果的かつ効率的な営業体制の構築による収益力の改善 

営業部門における人員配置の見直しや受注から商品お届けまでにかかる一連の経費構造を見直すことによ

り、お客様へのサービスレベルを維持しつつ、効果的かつ効率的な営業体制を構築し、収益力の改善を図りま

す。 

③ 将来を見据えた次期主力商品、新商品・新規事業の育成 

当社グループの高い売上高総利益率を支えているのは、お客様の多彩なニーズに対応する豊富な品揃えと高

度な加工能力による商品の提供ならびにクイックデリバリー機能です。しかしながら、当社グループの将来の

さらなる発展のためには、売上高依存度が高いアルミニウム以外の主力商品の育成、新商品、新規事業の育成

が必要となってきます。次期主力商品の育成につきましては、当社グループの高い加工能力を活かせ、かつ市

場規模の大きいステンレス、特殊鋼の拡販を強化いたします。また、新商品および新規事業の開発を担当する

セクションを営業部門に移管し一体化させることにより、営業部門の情報収集力を活かしたお客様の新たなニ

ーズの発見と、新商品の開発、販売手法の確立を効果的かつ効率的に進めてまいります。急速な需要回復が困

難である状況下、既存商権を超えた新たな業界・分野でのシェア獲得を目指し新商品、新規事業の育成に積極

的に取り組んでまいります。 

④ 中国事業の早期黒字化の実現 

連結子会社の上海白銅精密材料有限公司は、仕組み改善による経費削減策の効果等もあり、当連結会計年度

（平成21年４月１日～平成22年３月31日）後半には単月でわずかながら利益を計上するまでに収益体質を改善

するに至りました。しかしながら、通期での黒字化を達成するまでには至っておらず、早期に通期での黒字化

を実現することが課題であります。 

当社グループ独自のビジネスモデルを浸透させ、売上の増大を図ることはもちろんでありますが、当社と同

様に無駄の排除とあらゆる業務の効率化、簡素化などによりさらなる経費削減策を実行し、確実に利益を計上

できる仕組みを構築することで早期黒字化を図ります。 

３．経営方針



⑤ 内部統制を確立し、社会的責任を果たし、企業価値の拡大を図る 

当社グループはすべてのステークホルダーの皆様にとって価値ある企業を目指す為、コンプライアンスの徹

底と不正および誤謬等による財務報告リスクの発生を未然に防ぐことでコーポレート・ガバナンスの充実を図

ってまいります。また、内部統制の確立と同時に、自然災害および機械故障等による基幹施設障害リスク、情

報漏洩等による情報セキュリティーリスク等を把握し、それらのリスクの発生を未然に防いでいきます。 



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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,105,211 3,416,463

受取手形及び売掛金 5,724,919 6,704,211

商品及び製品 3,581,245 3,153,944

原材料及び貯蔵品 29,594 20,797

繰延税金資産 34,666 59,091

その他 272,789 136,126

貸倒引当金 △16,101 △20,160

流動資産合計 12,732,325 13,470,474

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,596,196 6,611,228

減価償却累計額 △3,917,352 △4,174,263

建物及び構築物（純額） 2,678,844 2,436,964

機械装置及び運搬具 2,393,791 2,515,292

減価償却累計額 △965,998 △1,252,728

機械装置及び運搬具（純額） 1,427,792 1,262,564

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 66,592 1,525

その他 510,475 511,822

減価償却累計額 △380,299 △431,055

その他（純額） 130,175 80,767

有形固定資産合計 6,159,828 5,638,245

無形固定資産 304,948 202,925

投資その他の資産   

投資有価証券 497,756 554,437

繰延税金資産 35,248 33,071

その他 222,811 206,154

投資その他の資産合計 755,816 793,662

固定資産合計 7,220,593 6,634,833

資産合計 19,952,919 20,105,308



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,454,591 6,800,681

短期借入金 2,530,498 1,530,275

賞与引当金 78,979 －

役員賞与引当金 19,411 8,125

未払費用 277,175 393,467

その他 85,281 79,493

流動負債合計 8,445,937 8,812,042

固定負債   

退職給付引当金 14,360 22,563

役員退職慰労引当金 67,247 82,027

その他 28,750 29,815

固定負債合計 110,357 134,405

負債合計 8,556,294 8,946,448

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 9,676,132 9,435,953

自己株式 △713 △713

株主資本合計 11,296,816 11,056,637

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91,979 128,133

為替換算調整勘定 7,829 △25,910

評価・換算差額等合計 99,808 102,222

純資産合計 11,396,624 11,158,860

負債純資産合計 19,952,919 20,105,308



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 30,300,810 19,480,522

売上原価 ※1  25,086,722 ※1  16,468,102

売上総利益 5,214,087 3,012,420

販売費及び一般管理費 ※2  4,230,158 ※2  3,176,275

営業利益又は営業損失（△） 983,929 △163,855

営業外収益   

受取利息 3,268 859

受取配当金 10,267 10,072

不動産賃貸料 73,142 70,157

為替差益 － 51,032

その他 15,492 16,599

営業外収益合計 102,171 148,721

営業外費用   

支払利息 17,635 23,944

不動産賃貸費用 14,862 21,233

支払手数料 5,118 4,305

為替差損 203,107 －

固定資産除却損 － 9,973

その他 37,128 4,217

営業外費用合計 277,853 63,673

経常利益又は経常損失（△） 808,246 △78,808

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

808,246 △78,808

法人税、住民税及び事業税 303,532 66,186

法人税等調整額 205,211 △46,049

法人税等合計 508,744 20,137

当期純利益又は当期純損失（△） 299,502 △98,945



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 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   

前期末残高 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   

前期末残高 9,995,950 9,676,132

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △3,029 －

当期変動額   

剰余金の配当 △616,291 △141,233

当期純利益又は当期純損失（△） 299,502 △98,945

当期変動額合計 △316,789 △240,178

当期末残高 9,676,132 9,435,953

自己株式   

前期末残高 △713 △713

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △713 △713

株主資本合計   

前期末残高 11,616,634 11,296,816

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △3,029 －

当期変動額   

剰余金の配当 △616,291 △141,233

当期純利益又は当期純損失（△） 299,502 △98,945

当期変動額合計 △316,789 △240,178

当期末残高 11,296,816 11,056,637



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 155,666 91,979

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,686 36,153

当期変動額合計 △63,686 36,153

当期末残高 91,979 128,133

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,398 7,829

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,430 △33,739

当期変動額合計 6,430 △33,739

当期末残高 7,829 △25,910

評価・換算差額等合計   

前期末残高 157,064 99,808

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57,255 2,413

当期変動額合計 △57,255 2,413

当期末残高 99,808 102,222

純資産合計   

前期末残高 11,773,699 11,396,624

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △3,029 －

当期変動額   

剰余金の配当 △616,291 △141,233

当期純利益又は当期純損失（△） 299,502 △98,945

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57,255 2,413

当期変動額合計 △374,045 △237,764

当期末残高 11,396,624 11,158,860



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前当期純
損失（△）

808,246 △78,808

減価償却費 1,039,459 719,210

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,944 4,058

賞与引当金の増減額（△は減少） △229,259 △79,353

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,589 △11,286

退職給付引当金の増減額（△は減少） 594 8,203

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △67,223 14,780

受取利息及び受取配当金 △13,536 △10,932

支払利息 17,635 23,944

固定資産除却損 － 9,973

売上債権の増減額（△は増加） 5,928,108 △976,360

たな卸資産の増減額（△は増加） △203,562 448,322

仕入債務の増減額（△は減少） △5,796,557 1,344,330

その他 △42,916 192,459

小計 1,400,456 1,608,540

利息及び配当金の受取額 13,536 10,932

利息の支払額 △17,882 △25,444

法人税等の支払額 △1,039,099 △153,313

法人税等の還付額 － 137,160

営業活動によるキャッシュ・フロー 357,009 1,577,875

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 △1,272,020 △103,118

有形固定資産の売却による収入 － 3,356

無形固定資産の取得による支出 △112,789 △22,576

投資有価証券の取得による支出 △1,827 △1,536

投資有価証券の売却による収入 － 11,923

その他の支出 △43,778 △5,638

その他の収入 9,132 20,751

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,421,282 △96,840

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 2,204,404 －

短期借入金の返済による支出 △229,655 △1,000,000

長期借入金の返済による支出 △502,761 －

配当金の支払額 △615,264 △142,293

財務活動によるキャッシュ・フロー 856,723 △1,142,293

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,052 △27,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △234,602 311,251

現金及び現金同等物の期首残高 3,339,814 ※  3,105,211

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,105,211 ※  3,416,463



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  1社 

 連結子会社名 

  上海白銅精密材料有限公司 

同左 

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12月31日でありま

す。 

 連結財務諸表作成にあたっては、同日現

在の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

同左 

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 

① 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） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

 主として後入先出法による原価法（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 たな卸資産 

同左  

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 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。         

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左         

  ② 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。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ③ 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 リース資産 

同左 

  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 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。 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

  ② 賞与引当金 

 従業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。 

─────── 

 

  

  ③ 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。

② 役員賞与引当金 

同左 

  

  ④ 退職給付引当金 

 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。   

③ 退職給付引当金 

同左 

 

   

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社は役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規による連結会計年度末の支

給見込額を計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

(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、在外

連結子会社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。 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 当社の金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、特例処

理を採用しております。 

─────── 

 

  

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ取引 

   ヘッジ対象…借入金利 

  

  

  ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っておりま

す。 

  

  

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップは特例処理の要件を満た

しているため、有効性の評価を省略して

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

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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。 

同左 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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） 

 当連結会計年度より「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。 

  

（リース取引に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「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 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 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。  

  

─────── 

  

  

  

  

  

   

  

─────── 

  

  



  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸

資産」に含まれる「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ3,457,096千円、21,665千円であります。 

─────── 

  

  

  

  

─────── 

  

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「固定資産除却損」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。  

 なお、前連結会計年度における「固定資産除却損」の金

額は9,986千円であります。 

  

  

─────── 

  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却

損」は、金額的重要性が増したため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「固

定資産除却損」の金額は9,986千円であります。 

  

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

─────── 

  

 賞与規程を変更したことに伴い、財務諸表の作成時にお

いて従業員への賞与支給額が確定することになったため、

従来、賞与引当金として計上していた未払従業員賞与につ

きましては、未払費用として計上しております。 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

 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。 

貸出コミットメントの総額  2,800,000 千円

借入実行残高  1,000,000 千円

差引額  1,800,000 千円

 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２行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。 

貸出コミットメントの総額  1,800,000 千円

借入実行残高  500,000 千円

差引額  1,300,000 千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※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が売上原価に含まれ

ております。 

      11,652千円 

※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が売上原価に含まれ

ております。 

       千円 27,209

※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。  

※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。  

運賃  868,656 千円

貸倒引当金繰入額  539   

給与手当  757,571   

賞与引当金繰入額  51,614   

役員賞与引当金繰入額  19,411   

退職給付費用  36,326   

役員退職慰労引当金繰入額  18,380   

業務委託費  714,630   

減価償却費  486,950   

運賃  663,176 千円

貸倒引当金繰入額  15,094   

給与手当  749,092   

役員賞与引当金繰入額  8,125   

退職給付費用  42,758   

役員退職慰労引当金繰入額  17,630   

業務委託費  405,722   

減価償却費  163,907   



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
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20年５月９日 

取締役会 
普通株式  616,291  48 平成20年３月31日 平成20年６月27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21年５月12日 

取締役会 
普通株式  141,233 利益剰余金  11 平成21年３月31日 平成21年６月29日



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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 

  
前連結会計年度末
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21年５月12日 

取締役会 
普通株式  141,233  11 平成21年３月31日 平成21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22年５月12日 

取締役会 
普通株式  64,197 利益剰余金  5 平成22年３月31日 平成22年６月30日



  

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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 

※ 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 

現金及び預金勘定  3,105,211千円 

現金及び現金同等物   3,105,211千円 

現金及び預金勘定   千円 3,416,463

現金及び現金同等物    千円 3,416,463

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 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

及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

   
機械及び
装置   合計

    千円  千円

取得価額相当額   609,822  609,822

減価償却累計額相当額   452,564  452,564

期末残高相当額   157,258  157,258

    
機械及び
装置   合計

    千円  千円

取得価額相当額   457,472  457,472

減価償却累計額相当額   377,830  377,830

期末残高相当額   79,641  79,641

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内      82,327千円

１年超  84,790

合計  167,118

１年内       千円56,853

１年超  27,326

合計  84,180

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 95,012千円

減価償却費相当額  88,004

支払利息相当額  4,545

支払リース料 千円83,693

減価償却費相当額  77,616

支払利息相当額  2,624

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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。      

同左 

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 

  

１年内      112,508千円

１年超  112,508

合計  225,016

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 

  

１年内       千円112,508

１年超  －

合計  112,508



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

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、顧客の信用リスクに晒されております。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、為替の変動リスクに晒されております。  

 投資有価証券は、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に晒されております。 

 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、

為替の変動リスクに晒されております。 

 短期借入金は、運転資金に係る資金調達であります。設備投資については、内部留保により実行することを基

本としておりますが、長期借入金により設備資金を調達することがあります。変動金利の借入金は、金利の変動

リスクに晒されております。 

 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、財務状況等の悪化等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、外貨と円の交換は、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

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 

 平成22年３月31日における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）。  

  

（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）短期借入金 

 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。 

  

   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 

 これらについては、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、「資産(3)投

資有価証券」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 

  

（追加情報）  

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

  

  
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  3,416,463  3,416,463  －

(2）受取手形及び売掛金  6,704,211  6,704,211  －

(3）投資有価証券  288,009  288,009  －

資産計  10,408,684  10,408,684  －

(1）支払手形及び買掛金  6,800,681  6,800,681  －

(2）短期借入金  1,530,275  1,530,275  －

負債計  8,330,957  8,330,957  －

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式  266,427

  
１年以内
（千円） 

１年超
（千円） 

現金及び預金  3,416,463  －

受取手形及び売掛金  6,704,211  －

合計  10,120,675  －



前連結会計年度(平成21年３月31日)  

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当連結会計年度(平成22年３月31日)  

 １．その他有価証券 

 (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 266,427千円)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．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)  

（有価証券関係）

  種類   取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額

(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         65,790  219,126  153,335

小計      65,790     219,126  153,335

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの  

株式           13,000  12,202  △798

小計  13,000     12,202   △798

合計  78,791   231,328   152,536

   連結貸借対照表計上額(千円) 

  その他有価証券  

    非上場株式      266,427

  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  288,009       75,516    212,492

小計   288,009  75,516  212,492

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの  

株式  －        －     －

小計     －    －   －

合計   288,009  75,516     212,492

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          11,923    7,111    －

合計  11,923       7,111      －



（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

  

 当社グループは、当連結会計年度においてはデリバテ

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）取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワ

ップ取引のみであります。 

  

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

  

  

  

(3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

  

  

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理を行っております。 

  

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ取引 

 ヘッジ対象…借入金利 

  

  

③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っております。 

  

  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略しております。 

  

  

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。 

  

  

  

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、管理

部経理課が決裁権限者の承認を得て行っております。 

  

  

  

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 特記すべき事項はありません。 

  

  

  

２．取引の時価等に関する事項 

 期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

  



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（退職給付関係）

前連結会計年度 当連結会計年度 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社は昭和39年10月１日付で確定給付型の制度として

適格退職年金制度を全面的に採用しております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日） ２．退職給付債務に関する事項（平成22年３月31日） 

イ．責任準備金 719,242千円 

ロ．年金資産 704,882  

ハ．退職給付引当金 14,360千円 

イ．責任準備金 784,426千円 

ロ．年金資産 761,863  

ハ．退職給付引当金 22,563千円 

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おります。 

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おります。 

３．退職給付費用に関する事項（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

３．退職給付費用に関する事項（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

退職給付費用 53,977千円 退職給付費用 63,913千円 

（ストック・オプション等関係）



  

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11

月28日）を適用しております。  

  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

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 

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 

繰延税金資産   

減価償却繰入限度超過額      81,916千円

賞与引当金損金算入限度超過額  26,656

役員退職慰労引当金否認  26,697

税務上の繰越欠損金  257,631

その他  36,945

繰延税金資産小計   429,848

評価性引当額   △277,477

繰延税金資産合計     152,370千円

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金  △60,557

固定資産圧縮積立金  △21,881

その他  △17

繰延税金負債合計 △82,455千円

繰延税金資産の純額      69,915千円

繰延税金資産   

減価償却繰入限度超過額       千円89,945

未払賞与否認  42,754

役員退職慰労引当金否認  32,564

税務上の繰越欠損金  245,544

その他  37,647

繰延税金資産小計   448,455

評価性引当額   △250,010

繰延税金資産合計      千円198,444

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金  △84,359

固定資産圧縮積立金  △21,881

その他  △41

繰延税金負債合計 千円△106,282

繰延税金資産の純額       千円92,162

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 

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 

  

法定実効税率 39.7％

（調整）   

交際費  0.7 

住民税均等割  2.2 

役員賞与引当金  1.0 

在外連結子会社の当期損失額  16.6 

評価性引当額 

その他 

 2.5 

 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
62.9 

 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

を省略しております。 
  

（賃貸等不動産関係）



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 全セグメントの売上高及び資産の合計に占める日本の売上高及び資産の割合が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。  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 全セグメントの売上高及び資産の合計に占める日本の売上高及び資産の割合が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。  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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。

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

（追加情報）  

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用してお

ります。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額    887円 63銭

１株当たり当期純利益金額        23円 33銭

１株当たり純資産額     円 11銭869

１株当たり当期純損失金額 円 銭7 71

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。 

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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は 

当期純損失（△）（千円） 
 299,502  △98,945

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又は 

当期純損失（△）（千円） 
 299,502  △98,945

期中平均株式数（株）  12,839,408  12,839,408

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,116,040 2,871,947

受取手形 1,778,670 1,619,455

売掛金 3,868,684 5,035,378

商品及び製品 3,123,138 2,777,164

原材料及び貯蔵品 29,594 20,797

前払費用 32,427 30,190

繰延税金資産 27,385 51,088

関係会社短期貸付金 420,000 －

未収入金 144,634 98,518

その他 90,853 1,726

貸倒引当金 △67,064 △71,184

流動資産合計 12,564,365 12,435,084

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,953,843 5,964,512

減価償却累計額 △3,558,014 △3,771,813

建物（純額） 2,395,828 2,192,699

構築物 467,615 467,615

減価償却累計額 △321,936 △345,504

構築物（純額） 145,678 122,110

機械及び装置 2,111,952 2,232,326

減価償却累計額 △854,687 △1,108,725

機械及び装置（純額） 1,257,264 1,123,601

車両運搬具 67,665 61,875

減価償却累計額 △42,136 △49,652

車両運搬具（純額） 25,529 12,222

工具、器具及び備品 510,312 511,655

減価償却累計額 △380,168 △430,915

工具、器具及び備品（純額） 130,143 80,740

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 64,531 1,525

有形固定資産合計 5,875,399 5,389,323

無形固定資産   

ソフトウエア 214,771 120,619

電話加入権 14,439 14,439

無形固定資産合計 229,211 135,058



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 497,756 554,437

関係会社出資金 0 983,011

長期前払費用 9,120 9,016

繰延税金資産 35,248 33,071

差入保証金 211,244 195,952

その他 110 110

投資その他の資産合計 753,479 1,775,599

固定資産合計 6,858,090 7,299,981

資産合計 19,422,456 19,735,065

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,695,885 2,662,045

買掛金 2,757,574 4,135,309

短期借入金 2,000,000 1,000,000

未払金 34,952 8,131

未払費用 257,454 376,997

未払消費税等 20,112 22,583

預り金 13,805 13,579

前受収益 6,400 5,355

賞与引当金 67,145 －

役員賞与引当金 19,411 8,125

その他 9,989 24,466

流動負債合計 7,882,731 8,256,592

固定負債   

退職給付引当金 14,360 22,563

役員退職慰労引当金 67,247 82,027

その他 28,750 29,815

固定負債合計 110,357 134,405

負債合計 7,993,088 8,390,998



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

資本準備金 621,397 621,397

資本剰余金合計 621,397 621,397

利益剰余金   

利益準備金 214,125 214,125

その他利益剰余金   

別途積立金 8,660,000 8,960,000

固定資産圧縮積立金 33,235 33,235

繰越利益剰余金 809,343 387,888

利益剰余金合計 9,716,704 9,595,249

自己株式 △713 △713

株主資本合計 11,337,388 11,215,934

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91,979 128,133

評価・換算差額等合計 91,979 128,133

純資産合計 11,429,367 11,344,067

負債純資産合計 19,422,456 19,735,065



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 30,049,871 19,264,011

売上原価   

商品期首たな卸高 2,947,923 3,123,138

当期商品仕入高 22,016,599 13,598,529

サービス売上原価 3,082,793 2,312,271

合計 28,047,317 19,033,939

商品期末たな卸高 ※1  3,123,138 ※1  2,777,164

商品売上原価 24,924,178 16,256,775

売上総利益 5,125,692 3,007,236

販売費及び一般管理費 ※2  4,022,230 ※2  3,017,553

営業利益又は営業損失（△） 1,103,462 △10,316

営業外収益   

受取利息 3,551 1,659

受取配当金 10,267 10,072

不動産賃貸料 73,142 70,157

為替差益 － 1,060

その他 15,301 16,022

営業外収益合計 102,262 98,971

営業外費用   

支払利息 3,669 17,382

不動産賃貸費用 14,862 21,233

支払手数料 5,118 4,305

為替差損 13,216 －

その他 29,513 5,093

営業外費用合計 66,381 48,015

経常利益 1,139,344 40,639

特別損失   

関係会社出資金評価損 208,660 －

特別損失合計 208,660 －

税引前当期純利益 930,684 40,639

法人税、住民税及び事業税 303,532 66,186

法人税等調整額 202,797 △45,327

法人税等合計 506,329 20,859

当期純利益 424,354 19,779



サービス売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ  労務費          916,337  29.7        746,818  32.3

Ⅱ  経費                                      

１．減価償却費    502,206              514,873            

２．支払リース料    117,216              105,196            

３．外注費    474,074              433,246            

４．業務委託費    484,179              92,424            

５．消耗品費    221,495              121,173            

６．その他    367,284  2,166,456  70.3  298,536  1,565,452  67.7

サービス売上原価          3,082,793  100.0        2,312,271  100.0



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 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   

資本準備金   

前期末残高 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

資本剰余金合計   

前期末残高 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   

利益準備金   

前期末残高 214,125 214,125

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 214,125 214,125

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 7,960,000 8,660,000

当期変動額   

別途積立金の積立 700,000 300,000

当期変動額合計 700,000 300,000

当期末残高 8,660,000 8,960,000

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 33,235 33,235

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 33,235 33,235

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,701,280 809,343

当期変動額   

剰余金の配当 △616,291 △141,233

別途積立金の積立 △700,000 △300,000

当期純利益 424,354 19,779

当期変動額合計 △891,936 △421,454

当期末残高 809,343 387,888



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 9,908,640 9,716,704

当期変動額   

剰余金の配当 △616,291 △141,233

別途積立金の積立 － －

当期純利益 424,354 19,779

当期変動額合計 △191,936 △121,454

当期末残高 9,716,704 9,595,249

自己株式   

前期末残高 △713 △713

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △713 △713

株主資本合計   

前期末残高 11,529,325 11,337,388

当期変動額   

剰余金の配当 △616,291 △141,233

当期純利益 424,354 19,779

当期変動額合計 △191,936 △121,454

当期末残高 11,337,388 11,215,934

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 155,666 91,979

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,686 36,153

当期変動額合計 △63,686 36,153

当期末残高 91,979 128,133

評価・換算差額等合計   

前期末残高 155,666 91,979

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,686 36,153

当期変動額合計 △63,686 36,153

当期末残高 91,979 128,133

純資産合計   

前期末残高 11,684,991 11,429,367

当期変動額   

剰余金の配当 △616,291 △141,233

当期純利益 424,354 19,779

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,686 36,153

当期変動額合計 △255,623 △85,300

当期末残高 11,429,367 11,344,067



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記



  

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（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。  

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

同左 

  （1）商品 

後入先出法 

（1）商品 

同左 

  （2）貯蔵品 

終仕入原価法 

（2）貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法  

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法、それ以外の無形固定資産に

ついては、法人税法の規定に基づく定額

法によっております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）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）リース資産 

同左 

  

  (4）長期前払費用 

 法人税法の規定に基づく定額法 

(4）長期前払費用 

同左 



  

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業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。 

─────── 

  

  (3）役員賞与引当金 

 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。 

(2）役員賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、期末

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すること

としております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規による期末要支給見込額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしているため、特例処理を採

用しております。 

─────── 

  

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金利 

  

  

  (3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っておりま

す。 

  

  

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップは特例処理の要件を満た

しているため、有効性の評価を省略して

おります。 

  

  

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 当事業年度より「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 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 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。  

─────── 

  

  

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前期まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「差入保証金」は、当期において、資産の総

額の100分の1を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「差入保証金」は、176,380千円であり

ます。 

─────── 

  

  

追加情報

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

─────── 

  

 賞与規程を変更したことに伴い、財務諸表の作成時にお

いて従業員への賞与支給額が確定することになったため、

従来、賞与引当金として計上していた未払従業員賞与につ

きましては、未払費用として計上しております。 



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

 １．保証債務 

 子会社の金融機関からの借入に対する保証債務額 

                   532,161千円 

─────── 

  

  

 ２．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。 

貸出コミットメントの総額  2,800,000 千円

借入実行残高  1,000,000 千円

差引額  1,800,000 千円

   運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と

貸出コミットメント契約を締結しております。 

貸出コミットメントの総額  1,800,000 千円

借入実行残高  500,000 千円

差引額  1,300,000 千円



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※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が売上原価に含まれ

ております。  

13,324千円  

※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が売上原価に含まれ

ております。  

千円  23,167

※２．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

割合はおおよそ53％であり、一般管理費に属する費用

の割合はおおよそ47％であります。  

 なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。  

※２．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

割合はおおよそ ％であり、一般管理費に属する費用

の割合はおおよそ ％であります。  

 なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。  

58
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運賃         千円845,848

給与手当  693,856

賞与  171,465

賞与引当金繰入額  42,934

役員賞与引当金繰入額  19,411

退職給付費用  36,326

役員退職慰労引当金繰入額  18,380

業務委託費  678,607

減価償却費  478,692

運賃         千円648,443

貸倒引当金繰入額  15,154

給与手当  684,007

賞与  203,512

役員賞与引当金繰入額  8,125

退職給付費用  42,758

役員退職慰労引当金繰入額  17,630

業務委託費  376,259

減価償却費  152,854

支払地代家賃  217,637

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  0  －  －  0

合計  0  －  －  0

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  0  －  －  0

合計  0  －  －  0



前事業年度（平成21年３月31日現在） 

 子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成22年３月31日現在） 

 子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式983,011千円）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、記載しておりません。 

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 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

及び期末残高相当額  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額  

   
機械及び
装置   合計

    千円  千円

取得価額相当額   609,822  609,822

減価償却累計額相当額   452,564  452,564

期末残高相当額   157,258  157,258

    
機械及び
装置   合計

    千円  千円

取得価額相当額   457,472  457,472

減価償却累計額相当額   377,830  377,830

期末残高相当額   79,641  79,641

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内     82,327千円

１年超  84,790

合計  167,118

１年内      千円56,853

１年超  27,326

合計  84,180

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 95,012千円

減価償却費相当額  88,004

支払利息相当額  4,545

支払リース料 千円83,693

減価償却費相当額  77,616

支払利息相当額  2,624

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

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  

  

１年内    112,508千円

１年超  112,508

合計  225,016

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  

  

１年内     千円112,508

１年超  －

合計  112,508

（有価証券関係）



（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

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 

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 

繰延税金資産   

減価償却超過額      81,916千円

賞与引当金損金算入限度超過額  26,656

役員退職慰労引当金否認  26,697

関係会社出資金評価損  269,465

その他  49,863

繰延税金資産小計     454,599千円

評価性引当額  △309,526

繰延税金資産合計     145,073千円

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金  △60,557

固定資産圧縮積立金  △21,881

繰延税金負債合計    △82,438千円

繰延税金資産の純額      62,634千円

繰延税金資産   

減価償却超過額       千円89,945

未払賞与否認  42,754

役員退職慰労引当金否認  32,564

関係会社出資金評価損  269,465

その他  49,818

繰延税金資産小計      千円484,548

評価性引当額  △294,147

繰延税金資産合計      千円190,400

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金  △84,359

固定資産圧縮積立金  △21,881

繰延税金負債合計    千円△106,241

繰延税金資産の純額       千円84,159

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 

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 

  

法定実効税率 39.7%

（調整）     

交際費  0.6

住民税均等割  1.9

役員賞与引当金  0.8

評価性引当額  11.0

その他   0.4

税効果会計適用後の法人税等の負

担率  54.4

法定実効税率 %39.7

（調整）     

交際費  10.5

住民税均等割  33.8

役員賞与引当金  7.5

受取配当金     △4.8

評価性引当額   △37.2

その他   1.8

税効果会計適用後の法人税等の負

担率  51.3



 （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。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額      890円 18銭

１株当たり当期純利益金額      33円 05銭

１株当たり純資産額 円 銭883 54

１株当たり当期純利益金額 円 銭1 54

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。

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。

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（千円）  424,354  19,779

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）  424,354  19,779

期中平均株式数（株）  12,839,408  12,839,408

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 



(1）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 

 ・新任取締役候補 

   取締役 角田浩司（現 開発営業本部長） 

   取締役 山田光重（現 社外監査役） 

 ・退任予定取締役 

     取締役相談役 井上薫（常勤監査役 就任予定） 

     取締役    瓦林秀嗣 

 ・新任監査役候補 

     （常勤）監査役 井上薫（現 取締役相談役） 

     監査役     額田一 

 ・退任予定監査役 

     （常勤）監査役 荻野豪 

     監査役     山田光重（取締役 就任予定）        

  

     

(2）販売の状況 

（単位：千円、％）

（注）１．数量については、同一品目のなかでも形状・仕様が多岐にわたり把握が困難なため記載を省略しております。

   ２．金額は販売価額で表示しており、消費税等を含んでおりません。  

６．その他

   期別 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  
   至 平成21年３月31日）  

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日  

   至 平成22年３月31日） 

増減  

  

  品目  金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

標準品 

アルミ 10,175,394 33.6 6,478,472 33.3 △3,696,921 △36.3

伸銅 3,820,484 12.6 2,355,445 12.1 △1,465,039 △38.3

ステンレス 4,398,614 14.5 2,396,479 12.3 △2,002,135 △45.5

特殊鋼 475,443 1.6 299,003 1.5 △176,440 △37.1

その他  393,242 1.3 293,836 1.5 △99,406 △25.3

計 19,263,180 63.6 11,823,237 60.7 △7,439,942 △38.6

特注品 

アルミ 9,527,274 31.4 6,591,234 33.8 △2,936,039 △30.8

伸銅 589,070 1.9 435,166 2.2 △153,904 △26.1

ステンレス 488,349 1.6 246,917 1.3 △241,431 △49.4

特殊鋼 163,951 0.6 116,500 0.6 △47,450 △28.9

その他  268,983 0.9 267,464 1.4 △1,518 △0.6

計 11,037,629 36.4 7,657,284 39.3 △3,380,344 △30.6

合計 30,300,810 100.0 19,480,522 100.0 △10,820,287 △35.7
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