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

25年3月期第3四半期 16,420 △9.7 1,015 △2.6 1,017 △1.7 621 0.7
24年3月期第3四半期 18,189 △6.3 1,042 △39.7 1,034 △40.6 617 △36.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 670百万円 （15.0％） 24年3月期第3四半期 583百万円 （△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3四半期 48.43 ―
24年3月期第3四半期 48.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 20,662 12,897 62.4
24年3月期 20,154 12,547 62.3
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  12,897百万円 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 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 24.00 
～37.00

24.00
～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、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  ：  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

通期
21,600 

～21,800
△9.4 

～△8.6
1,240

～1,310
△9.8

～△4.7
1,260

～1,330
△10.4

～△5.4
760 

～810
△2.0 
～4.5

59.19
～63.09



(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3Q 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3Q 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3Q 12,839,284 株 24年3月期3Q 12,839,286 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 

売上高は、前年同期間比で9.7％減少となりました。当第３四半期連結累計期間における日

本経済は、期間終了間際の政権交代の影響により円安・株価の上昇が見られましたが、実体

経済への影響は小さく終わりました。全般的には、円高や欧州債務危機を発端とした世界経

済の減速、中国をはじめとした新興国の成長鈍化により輸出が減少するなど、厳しい状況が

続きました。 

また、世界的な需要減速を受けて、原材料市況も大きく低迷しておりましたが、当第３四

半期連結累計期間後半以降、上昇の傾向が見られました。 

このような状況のなか、当社グループは、小口・少頻度のユーザー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、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」をスタートさせ、お客様の利便性向上を図ってまいりま

した。 

しかしながら、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、売上高は減少しました。減少要因には、原材料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％も

含まれます。 

 (b) 営業利益 

営業利益は、前年同期間比で2.6％減益となりました。当第３四半期連結累計期間は、経費

削減効果、および前年同期間で発生した一過性の損失1億7千3百万円が無い事による増益要因

がありました。しかし、当第３四半期連結累計期間は、原材料市況の下落による損失が前年

同期間比で1億8千1百万円あり、また売上高の減少等の理由により減益となりました。 

 (c) 経常利益 

(b)と同理由により、経常利益は前年同期間比で1.7％減益となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高164億2千万円（前年同期間比

9.7％減）、営業利益は10億1千5百万円（前年同期間比2.6％減）、経常利益10億1千7百万円

（前年同期間比1.7％減）、四半期純利益は6億2千1百万円（前年同期間比0.7％増）となりま

した。 

  

セグメントごとの業績は次のとおりです。 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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、大幅な円高や欧州債務危機を発端とした世界経済

の減速、中国をはじめとした新興国の成長鈍化による輸出の減少などの影響により、依然と

して厳しい状況が続いております。 

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 15,834 百万円 1,014 百万円 1,029 百万円 634

中国 百万円 586 百万円 0 百万円 △12 百万円 △12



一方、原材料市況は、アルミ地金がトン当たり期初の22万2千円から12月末は22万9千円に

上昇し、逆に銅地金はトン当たり期初の75万円から12月末は70万円に、ステンレス鋼板はト

ン当たり期初の30万4千円から12月末は27万円となり、銅地金およびステンレス鋼板はいずれ

も下落しました。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３四半期連結累計期間においては、8千9百万円の減益要因となりまし

た。 

  

（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３四半期連結会計期間末の資産合計は、206億6千2百万円と、対前連結会計年度末比で

+2.5％、5億7百万円増加しました。 

流動資産は、150億6千1百万円と、対前連結会計年度末比で+4.5％、6億4千6百万円増加しまし

た。主な増加要因は、現金及び預金の増加5億5千2百万円です。 

固定資産は、56億円と、対前連結会計年度末比で△2.4％、1億3千9百万円減少しました。主な

要因は、有形固定資産の減少7千8百万円と無形固定資産の減少3千万円です。 

流動負債合計は、77億8百万円と、対前連結会計年度末比で+2.4％、1億7千8百万円増加しまし

た。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加4億5百万円と未払法人税等の減少2億1千8百万円で

す。 

純資産は、128億9千7百万円と、対前連結会計年度末比で+2.8％、3億4千9百万円増加しまし

た。  

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の62.3％から62.4％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25年１月11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。 

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、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、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はそれぞれ214万8千円増加しております。 

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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,652,250 5,205,230

受取手形及び売掛金 ※１ 8ページ参照  6,862,971 ※１ 8ページ参照  6,658,617

商品及び製品 2,772,909 3,091,928

原材料及び貯蔵品 14,857 15,296

繰延税金資産 38,655 38,904

その他 83,218 65,961

貸倒引当金 △9,668 △14,394

流動資産合計 14,415,194 15,061,544

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,631,280 6,626,327

減価償却累計額 △4,593,705 △4,688,804

建物及び構築物（純額） 2,037,575 1,937,523

機械装置及び運搬具 2,584,131 2,742,148

減価償却累計額 △1,696,659 △1,826,099

機械装置及び運搬具（純額） 887,472 916,049

土地 1,856,423 1,856,833

建設仮勘定 － 1,124

その他 358,663 334,402

減価償却累計額 △322,796 △307,039

その他（純額） 35,867 27,363

有形固定資産合計 4,817,340 4,738,893

無形固定資産 262,145 231,817

投資その他の資産   

投資有価証券 376,763 399,758

繰延税金資産 43,773 35,061

その他 239,738 195,222

投資その他の資産合計 660,275 630,042

固定資産合計 5,739,760 5,600,752

資産合計 20,154,955 20,662,297



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※１ 8ページ参照  6,782,983 ※１ 8ページ参照  7,188,979

未払費用 363,896 341,706

未払法人税等 271,904 53,624

役員賞与引当金 39,000 16,597

その他 71,668 107,515

流動負債合計 7,529,453 7,708,422

固定負債   

長期預り保証金 23,350 27,857

その他 54,994 29,015

固定負債合計 78,344 56,872

負債合計 7,607,797 7,765,294

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 11,219,380

自己株式 △818 △818

株主資本合計 12,539,142 12,839,960

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 69,811

為替換算調整勘定 △46,062 △12,769

その他の包括利益累計額合計 8,015 57,042

純資産合計 12,547,157 12,897,002

負債純資産合計 20,154,955 20,662,297



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 18,189,492 16,420,823

売上原価 14,991,631 13,286,382

売上総利益 3,197,861 3,134,440

販売費及び一般管理費 2,155,101 2,118,995

営業利益 1,042,760 1,015,445

営業外収益   

受取利息 1,258 2,161

受取配当金 10,887 7,564

不動産賃貸料 45,900 45,900

その他 6,215 3,654

営業外収益合計 64,260 59,280

営業外費用   

支払利息 527 370

不動産賃貸費用 8,673 20,254

支払手数料 1,809 1,505

為替差損 47,062 14,972

解約違約金 － 13,573

その他 14,010 6,679

営業外費用合計 72,083 57,357

経常利益 1,034,937 1,017,369

特別損失   

投資有価証券評価損 － 7,916

その他 － 119

特別損失合計 － 8,035

税金等調整前四半期純利益 1,034,937 1,009,333

法人税等 417,294 387,533

少数株主損益調整前四半期純利益 617,643 621,799

四半期純利益 617,643 621,799



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 617,643 621,799

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36,757 15,733

為替換算調整勘定 2,380 33,292

その他の包括利益合計 △34,377 49,026

四半期包括利益 583,266 670,826

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 583,266 670,826

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 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３四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３四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３四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。 

  

  

  販売の状況 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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。   

  

   

（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３四半期連結会計期間 

（平成24年12月31日） 

 受取手形 

 支払手形  

 千円 

 千円 

274,251

686,732

 千円 

 千円 

259,811

676,706

  

 前第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日  

  至 平成23年12月31日）

 当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日  

  至 平成24年12月31日）

 減価償却費    千円 375,517   千円 338,127

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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  

10,821,806

2,631,508

2,241,862

267,349

458,297

 

 

 

 

 

△11.0

△5.3

△9.5

△12.3

△1.7

 合計   16,420,823  △9.7
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