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1.  平成25年8月期第2四半期の業績（平成24年9月1日～平成25年2月28日）

(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 ％

25年8月期第2四半期 24,815 10.8 1,024 ― 897 ― 494 ―
24年8月期第2四半期 22,404 ― △154 ― △192 ― △151 ―

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8月期第2四半期 69.04 ―
24年8月期第2四半期 △21.15 ―

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

25年8月期第2四半期 15,253 7,378 48.4 1,029.25
24年8月期 13,653 6,900 50.5 962.60
（参考） 自己資本 25年8月期第2四半期 7,378百万円 24年8月期 6,900百万円

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8月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年8月期 ― 10.00
25年8月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成25年 8月期の業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8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 49,716 2.3 1,408 ― 1,256 ― 692 ― 96.61



(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）

※  注記事項

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8月期2Q 7,168,600 株 24年8月期 7,168,600 株
② 期末自己株式数 25年8月期2Q 77 株 24年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期2Q 7,168,563 株 24年8月期2Q 7,168,600 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は、金融商品取引法に基づく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財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である
と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用
にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「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。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）
当社は、平成25 年４月８日（月）に機関投資家及びアナリスト向け説明会を開催する予定です。
説明内容については、当日使用する決算説明資料を開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第２四半期累計期間における世界経済は、欧州情勢が落ち着きを取り戻し始めたことや米国における量的金融

緩和第三弾（QE3）の実施で、世界経済に対する不安感が改善いたしました。

また、我が国においても新政権の経済政策による成長期待から大幅な円安・株高となり、復興支援策の早期実施

期待等も強まったことから先行き明るさが見えてきました。

当社の主力取扱商品である銅を中心とした非鉄金属価格も、このような世界経済・国内経済の状況から高値安定

の動きとなり、加えて為替相場が円安となったことで円ベースでは、さらに価格上昇が顕著となりました。

当第２四半期累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、非鉄金属需

要の底堅い動きと市況環境の大幅な改善により、当社業績は売上高248億15百万円（前年同四半期比10.8％増）、

営業利益10億24百万円（前年同四半期は営業損失１億54百万円）、経常利益８億97百万円（前年同四半期は経常損

失１億92百万円）、四半期純利益４億94百万円（前年同四半期は四半期純損失１億51百万円）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

（資産）

当第２四半期会計期間末の資産につきましては、資産合計152億53百万円と前事業年度末に比べ15億99百万円増

加いたしました。主な要因といたしましては、たな卸資産の増加12億12百万円などによるものです。

（負債）

当第２四半期会計期間末の負債につきましては、負債合計78億74百万円と前事業年度末に比べ11億21百万円増加

いたしました。主な要因といたしましては、仕入債務の増加４億15百万円、短期借入金の増加３億26百万円、未払

法人税等の増加４億14百万円などによるものです。

（純資産）

当第２四半期会計期間末の純資産につきましては、純資産合計73億78百万円と前事業年度末に比べ４億77百万円

増加いたしました。主な要因といたしましては、当四半期純利益４億94百万円、配当金の支払い１億７百万円など

によるものです。

（３）業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、平成25年３月11日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました

業績予想の数値に変更はございません。

（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

（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１四半期会計期間より、平成24年９月１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、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２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

該当事項はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年８月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,263,825 2,162,386

受取手形及び売掛金 5,615,851 5,691,739

商品及び製品 357,586 899,895

仕掛品 92,357 89,808

原材料及び貯蔵品 1,040,519 1,713,261

その他 1,244,720 1,443,179

流動資産合計 10,614,861 12,000,271

固定資産

有形固定資産

土地 1,521,121 1,521,121

その他（純額） 822,001 804,426

有形固定資産合計 2,343,122 2,325,547

無形固定資産 44,290 36,097

投資その他の資産 651,293 891,179

固定資産合計 3,038,706 3,252,824

資産合計 13,653,568 15,253,096

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,325,904 1,741,192

短期借入金 2,735,800 3,062,550

1年内償還予定の社債 45,000 －

1年内返済予定の長期借入金 726,740 785,941

未払法人税等 7,040 421,155

引当金 13,238 48,601

その他 312,556 263,928

流動負債合計 5,166,280 6,323,368

固定負債

長期借入金 1,518,767 1,482,174

引当金 68,017 69,378

固定負債合計 1,586,784 1,551,552

負債合計 6,753,065 7,874,920

純資産の部

株主資本

資本金 593,373 1,000,000

資本剰余金 1,092,482 685,855

利益剰余金 5,262,283 5,649,692

自己株式 － △36

株主資本合計 6,948,138 7,335,510

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △47,635 42,665

評価・換算差額等合計 △47,635 42,665

純資産合計 6,900,503 7,378,176

負債純資産合計 13,653,568 15,253,096
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（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

売上高 22,404,790 24,815,895

売上原価 21,982,922 23,149,003

売上総利益 421,868 1,666,891

販売費及び一般管理費 575,975 642,152

営業利益又は営業損失（△） △154,107 1,024,738

営業外収益

受取利息 182 168

受取配当金 1,679 2,027

為替差益 4,578 5,393

助成金収入 4,644 2,850

その他 3,001 2,886

営業外収益合計 14,086 13,326

営業外費用

支払利息 36,953 34,085

デリバティブ運用損 14,795 105,626

その他 1,017 1,242

営業外費用合計 52,766 140,953

経常利益又は経常損失（△） △192,787 897,111

特別利益

固定資産売却益 44 699

特別利益合計 44 699

特別損失

固定資産売却損 － 390

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 39,071 390

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △231,813 897,420

法人税、住民税及び事業税 2,254 408,758

法人税等調整額 △82,423 △6,276

法人税等合計 △80,169 402,482

四半期純利益又は四半期純損失（△） △151,644 494,937
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△） △231,813 897,420

減価償却費 108,476 93,265

引当金の増減額（△は減少） △1,552 36,722

受取利息及び受取配当金 △1,862 △2,195

支払利息 36,953 34,085

為替差損益（△は益） 31,811 109,973

投資有価証券評価損益（△は益） 38,858 －

売上債権の増減額（△は増加） 548,701 △75,888

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,023,895 △1,212,501

仕入債務の増減額（△は減少） 139,677 415,287

未収消費税等の増減額（△は増加） 380,026 172,305

その他 245,479 △352,874

小計 2,318,651 115,600

利息及び配当金の受取額 1,822 2,177

利息の支払額 △34,057 △33,165

法人税等の支払額 △758,459 △2,282

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,527,957 82,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △442,966 △424,176

定期預金の払戻による収入 430,899 430,130

関係会社株式の取得による支出 － △141,102

有形固定資産の取得による支出 △217,270 △115,581

無形固定資産の取得による支出 △3,012 △8,252

投資有価証券の取得による支出 △4,078 △4,168

その他 △2,660 △1,817

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,087 △264,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △972,690 205,125

長期借入れによる収入 500,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △460,492 △477,392

社債の償還による支出 △35,000 △45,000

自己株式の取得による支出 － △36

配当金の支払額 △142,362 △107,193

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,110,544 75,502

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31,811 11,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 146,512 △95,485

現金及び現金同等物の期首残高 1,426,555 1,562,701

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,573,068 1,467,216
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該当事項はありません。

平成24年11月29日開催の定時株主総会において「その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の件」が承

認可決されたことにより、その他資本剰余金が406,627千円減少し、その同額を資本金に振り替えております。

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。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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