
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年8月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 白銅株式会社 上場取引所 東 
コード番号 7637 URL http://www.hakudo.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 角田 浩司
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部長 （氏名） 谷口 彰洋 TEL 03-6212-2811
四半期報告書提出予定日 平成24年8月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 5,590 △15.9 388 3.1 394 3.3 240 2.8
24年3月期第1四半期 6,643 0.7 377 △48.9 381 △48.2 233 △38.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 231百万円 （△0.4％） 24年3月期第1四半期 232百万円 （△34.9％）

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

25年3月期第1四半期 18.70 ―
24年3月期第1四半期 18.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 20,504 12,457 60.8
24年3月期 20,154 12,547 62.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  12,457百万円 24年3月期  12,547百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 37.00 37.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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) 12,100 △4.6 860 14.4 890 19.2 560 24.9 43.62
通期 24,500 2.8 1,820 32.4 1,870 33.0 1,170 50.9 91.13



(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 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。  
詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」の「（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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   ：  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1Q 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1Q 716 株 24年3月期 716 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 12,839,284 株 24年3月期1Q 12,839,292 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 業績結果 

 (a) 売上高 

 当第１四半期連結累計期間における日本経済は、世界経済の景気減速や円高、株安、政治の混迷等により、

厳しい状況が続いております。 

 このような状況のなか、当社グループは、小口・少頻度取引のユーザーとの直接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、お客様が24時間・365日お見積り可能な「白銅ネットサービ

ス」を開設し、利便性の向上を図ってまいりました。 

 しかしながら、一定の成果はあったものの、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、前年同期間比で15.9%減少となりました。減少要因には、後述する市況の下落によ

る影響2.9%、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

0.9%が含まれます。 

 (b) 営業利益 

 経費削減効果、および前年同期間で発生した以下のア）～イ）の一過性損益の要因もあり、前年同期間比で

3.1％増益となりました。 

  

ア) 前年同期間には、適格退職年金制度から確定給付企業年金制度への移行に伴う支給要件の変更によ

り、1億2千7百万円の利益がありました。 

イ) 前年同期間には、製品加工により発生した端材在庫の評価をより実態の反映する会計処理に変更した

ことにより、2億9千万円の評価損が発生しました。 

 (c) 経常利益 

 (b)と同理由により、経常利益は前年同期間比で3.3％増益となりました。 

  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高55億9千万円（前年同期間比15.9％減）、営業利益は3

億8千8百万円（前年同期間比3.1％増）、経常利益3億9千4百万円（前年同期間比3.3％増）、四半期純利益は2億4

千万円（前年同期間比2.8％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） 

  

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、世界経済の景気減速や円高、株安、政治の混迷により、依然として厳しい状況が続いておりま

す。 

 一方、非鉄金属の市況は、アルミ地金がトン当たり期初の22万2千円から６月末は19万7千円に、銅地金はトン当

たり期初の75万円から６月末は63万円に、ステンレス鋼板はトン当たり期初の30万4千円から６月末は28万3千円と

すべて下落しました。これら非鉄金属の市況は、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、2千2百万円の減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 5,372 百万円 384 百万円 400 百万円 246

中国 百万円 217 百万円 3 百万円 △6 百万円 △6



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結累計期間末の資産合計は、205億4百万円と、対前連結会計年度末比で+1.7％、3億4千9百万円

増加しました。 

 流動資産は、148億8千4百万円と、対前連結会計年度末比で+3.3％、4億6千9百万円増加しました。主な増加要因

は現金及び預金の増加3億3千万円、商品及び製品の増加1億7百万円です。 

 固定資産は、56億1千9百万円と、対前連結会計年度末比で△2.1％、1億2千万円減少しました。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8千4百万円減少したことです。 

 流動負債合計は、79億6千8百万円と、対前連結会計年度末比で+5.8％、4億3千8百万円増加しました。主な増加

要因は、支払手形及び買掛金の増加が4億6千万円です。 

 純資産は、124億5千7百万円と、対前連結会計年度末比で△0.7％、8千9百万円減少しました。主な減少要因は、

配当の支払により利益剰余金が8千万円減少したことです。 

 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60.8%となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月９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もり、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。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後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。 

 これによる当第１四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。 

   

   

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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,652,250 4,982,509

受取手形及び売掛金 ※2  6,862,971 ※2  6,932,338

商品及び製品 2,772,909 2,880,112

原材料及び貯蔵品 14,857 16,389

繰延税金資産 38,655 38,418

その他 83,218 45,137

貸倒引当金 △9,668 △9,965

流動資産合計 14,415,194 14,884,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,631,280 6,625,159

減価償却累計額 △4,593,705 △4,636,225

建物及び構築物（純額） 2,037,575 1,988,933

機械装置及び運搬具 2,584,131 2,582,808

減価償却累計額 △1,696,659 △1,727,559

機械装置及び運搬具（純額） 887,472 855,248

土地 1,856,423 1,856,423

その他 358,663 358,653

減価償却累計額 △322,796 △326,531

その他（純額） 35,867 32,121

有形固定資産合計 4,817,340 4,732,728

無形固定資産 262,145 246,201

投資その他の資産   

投資有価証券 376,763 351,128

繰延税金資産 43,773 53,161

その他 239,738 236,042

投資その他の資産合計 660,275 640,332

固定資産合計 5,739,760 5,619,262

資産合計 20,154,955 20,504,201



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  6,782,983 ※2  7,242,994

未払法人税等 271,904 157,937

役員賞与引当金 39,000 6,002

未払費用 363,896 364,485

その他 71,668 196,876

流動負債合計 7,529,453 7,968,295

固定負債   

長期預り保証金 23,350 22,950

その他 54,994 54,994

固定負債合計 78,344 77,944

負債合計 7,607,797 8,046,240

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 10,837,652

自己株式 △818 △818

株主資本合計 12,539,142 12,458,231

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 37,125

為替換算調整勘定 △46,062 △37,396

その他の包括利益累計額合計 8,015 △270

純資産合計 12,547,157 12,457,960

負債純資産合計 20,154,955 20,504,201



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 6,643,465 5,590,066

売上原価 5,636,804 4,460,518

売上総利益 1,006,661 1,129,548

販売費及び一般管理費 629,590 740,961

営業利益 377,071 388,587

営業外収益   

受取利息 571 435

受取配当金 6,603 4,196

不動産賃貸料 15,300 15,300

その他 1,457 1,776

営業外収益合計 23,932 21,708

営業外費用   

支払利息 248 189

不動産賃貸費用 3,041 3,633

支払手数料 598 598

為替差損 15,200 10,897

その他 235 709

営業外費用合計 19,324 16,030

経常利益 381,679 394,265

税金等調整前四半期純利益 381,679 394,265

法人税等 148,256 154,194

少数株主損益調整前四半期純利益 233,423 240,071

四半期純利益 233,423 240,071



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 233,423 240,071

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,340 △16,951

為替換算調整勘定 8,827 8,666

その他の包括利益合計 △513 △8,285

四半期包括利益 232,910 231,785

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 232,910 231,785

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

   

（四半期連結貸借対照表関係）  

 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 四半期連結会計期間末日満期手形  

 四半期連結会計期間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しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手

形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る減価償却費を含む。）は、下記のとおりです。 

  

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）注記事項

前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 

（平成24年６月30日） 

 貸出コミットメントの総額 

 借入実行残高  

 千円 

      

1,200,000

－

 千円 

        

1,200,000

－

 差引額  千円 1,200,000  千円 1,200,000

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 

（平成24年６月30日） 

 受取手形 

 支払手形  

 千円 

 千円 

274,251

686,732

 千円 

 千円 

273,255

727,742

  

 前第１四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日  

  至 平成23年６月30日）  

 当第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）  

 減価償却費    千円 127,964   千円 108,586

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象



（１）生産実績 

 該当事項はありません。   

   

（２）受注状況 

 該当事項はありません。   

   

  （３）販売の状況   

 当第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）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。  

４．補足情報

 品目 
金額 

（千円）  

前年同期比 

（％）  

 アルミ 

 伸銅 

 ステンレス 

 特殊鋼 

 その他  

3,671,018

879,987

799,333

80,267

159,460

 

 

 

 

 

△18.6

△8.4

△11.6

△35.2

9.0

 合計  5,590,066 △15.9 
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