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1.  平成24年8月期第1四半期の業績（平成23年9月1日～平成23年11月30日）

（注）当社は、平成23年８月期第１四半期累計期間においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成23年８月期
第１四半期の記載及び平成24年８月期第１四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。

(2) 財政状態

(1) 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 ％

24年8月期第1四半期 10,748 ― △453 ― △470 ― △305 ―
23年8月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

24年8月期第1四半期 △42.55 ―
23年8月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第1四半期 14,573 6,753 46.3
23年8月期 16,454 7,196 43.7
（参考） 自己資本 24年8月期第1四半期 6,753百万円 23年8月期 7,196百万円

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

23年8月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
24年8月期 ―
24年8月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成24年8月期の業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日）
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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 ： 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

第2四半期(累計) 22,070 △18.3 △164 ― △197 ― △152 ― △21.25
通期 45,986 △14.3 771 △68.3 716 △68.1 358 △71.3 50.02



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
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） 24年8月期1Q 7,168,600 株 23年8月期 7,168,600 株
② 期末自己株式数 24年8月期1Q ― 株 23年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期1Q 7,168,600 株 23年8月期1Q ― 株

※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は終了しております。
なお、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の対象外であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載した当期の業績予想につきましては、現時点での入手可能な情報に基づき、当社で判断したものであります。
予想に内在する様々な不確定要因や今後の事業運営における内外の状況の変化等により、実際の業績と異なる場合があります。
なお、業績予想に関する事項は、「添付資料」２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第１四半期会計期間における世界経済は、長期間の債務削減により高水準の失業率が続く米国や政府債務危機

で混迷が続く欧州等、先進国は停滞感が強まりました。また、中国初め新興国も、金融引き締めの影響もあり減速

基調となったことから、全体としては、調整色の濃い状況でした。

我が国経済も、欧米先進国の景気低迷による大幅な円高や需要の停滞を受けて輸出が減少し、また内需の回復

も、震災後の生産活動の正常化一巡やタイの洪水の影響から先行き不透明感の強い状況となりました。

当第１四半期会計期間における当社を取り巻く環境は、このような世界経済・国内経済の動向からリスクオフの

動きが強まり、商品市場から資金が流出、ロンドン金属取引所の銅価格は前期末比19.5％下落したことや国内外の

需要減少による販売数量の減少から、当社業績は売上高107億48百万円、営業損失４億53百万円、経常損失４億70

百万円、四半期純損失３億５百万円となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

（資産）

当第１四半期会計期間末の資産につきましては、資産合計145億73百万円と前事業年度末に比べ18億81百万円減

少いたしました。主な要因といたしましては、売上債権の減少13億30百万円、たな卸資産の減少７億23百万円と現

金及び預金の増加５億63百万円によるものです。

（負債）

負債につきましては、負債合計78億19百万円と前事業年度末に比べ14億38百万円減少いたしました。主な要因と

いたしましては、短期借入金の減少９億95百万円、未払法人税等の減少７億69百万円によるものです。

（純資産）

純資産につきましては、純資産合計67億53百万円と前事業年度末に比べ４億42百万円減少いたしました。主な要

因といたしましては、当四半期純損失３億５百万円の計上などによる利益剰余金の減少４億48百万円によるもので

す。

（３）業績予想に関する定性的情報

平成24年８月期（平成23年９月１日～平成24年８月31日）通期の業績につきましては、平成23年10月７日に公表

した数値から修正することといたしました。詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

（追加情報）

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,125,373 2,688,733

受取手形及び売掛金 6,673,896 5,343,464

商品及び製品 905,725 1,028,337

仕掛品 112,361 113,861

原材料及び貯蔵品 2,075,303 1,227,233

その他 1,367,396 1,035,920

流動資産合計 13,260,058 11,437,550

固定資産

有形固定資産

土地 1,521,121 1,521,121

その他（純額） 943,283 905,256

有形固定資産合計 2,464,405 2,426,377

無形固定資産 64,241 59,304

投資その他の資産 665,976 650,444

固定資産合計 3,194,622 3,136,126

資産合計 16,454,681 14,573,677

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,247,250 1,315,051

短期借入金 3,898,810 2,903,170

1年内償還予定の社債 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 837,984 939,584

未払法人税等 771,312 2,249

引当金 24,618 8,121

その他 460,729 461,027

流動負債合計 7,310,705 5,699,204

固定負債

社債 45,000 45,000

長期借入金 1,836,807 2,009,111

引当金 65,459 66,631

固定負債合計 1,947,266 2,120,742

負債合計 9,257,972 7,819,946

純資産の部

株主資本

資本金 593,373 593,373

資本剰余金 1,092,482 1,092,482

利益剰余金 5,550,591 5,102,181

株主資本合計 7,236,446 6,788,036

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △39,737 △34,305

評価・換算差額等合計 △39,737 △34,305

純資産合計 7,196,708 6,753,731

負債純資産合計 16,454,681 14,573,677
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（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成23年11月30日)

売上高 10,748,102

売上原価 10,916,172

売上総損失（△） △168,069

販売費及び一般管理費 285,789

営業損失（△） △453,859

営業外収益

受取利息 91

受取配当金 672

デリバティブ運用益 1,460

助成金収入 1,653

その他 1,558

営業外収益合計 5,436

営業外費用

支払利息 19,210

その他 3,240

営業外費用合計 22,450

経常損失（△） △470,874

特別利益

固定資産売却益 25

特別利益合計 25

特別損失

固定資産除却損 212

投資有価証券評価損 38,858

特別損失合計 39,071

税引前四半期純損失（△） △509,920

法人税、住民税及び事業税 1,054

法人税等調整額 △205,937

法人税等 △204,883

四半期純損失（△） △305,037
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該当事項はありません。

当社はインゴットの製造・販売及びスクラップの加工・販売を行う非鉄金属事業の他に美術工芸品の製造販売を

行っておりますが、非鉄金属事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考えられることから、セグメ

ント情報の記載を省略しております。

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）セグメント情報等

（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
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