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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 12,228 11.5 783 11.2 807 16.8 502 19.1
25年3月期第2四半期 10,964 △13.5 704 △6.2 691 △7.4 422 △5.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 563百万円 （54.9％） 25年3月期第2四半期 363百万円 （△8.4％）

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

26年3月期第2四半期 39.16 ―

25年3月期第2四半期 32.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 21,573 13,339 61.8
25年3月期 21,422 13,186 61.6

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  13,338百万円 25年3月期  13,186百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 32.00 32.00
26年3月期 ― 0.00

26年3月期（予想） ― 29.00 29.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 23,800 7.4 1,500 8.7 1,550 13.4 930 12.5 72.43



(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 

(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   ：  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） 26年3月期2Q 12,840,000 株 25年3月期 12,840,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 716 株 25年3月期 716 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 12,839,284 株 25年3月期2Q 12,839,284 株
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（１）連結経営成績に関する説明 

① 業績結果 

 (a) 売上高 

 売上高は、前年同期間比で11.5％増加となりました。当第２四半期連結累計期間における日本経済は、新政

権による経済・金融政策により円安・株高が進行し、個人消費や輸出関連をはじめとする一部の企業業績に持

ち直しの動きがありました。しかしながら、国内製造業の設備投資は、半導体関連業界の一部で前向きな動き

が出てきたものの本格回復するまでには至っておらず、欧州諸国の財政問題や中国をはじめとした新興国の成

長鈍化などによる世界経済の下振れ懸念もあることから、先行き不透明な状況で推移しました。 

 このような状況のなか、当社グループは、価格体系の見直し、納期対応、品質を改めると同時に、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」の普及と注文機能の追加により、お客様

の利便性の向上を図ってまいりました。 

 以上の結果、売上高は122億2千8百万円（前年同期間比11.5％増）となりました。 

  

 (b) 営業利益 

 営業利益は、売上高の増加や経費削減効果等により、7億8千3百万円（前年同期間比11.2％増）となりまし

た。 

  

 (c) 経常利益 

 経常利益は、(b)に記載されている売上高の増加や経費削減効果等が主要因となり、8億7百万円（前年同期

間比16.8％増）となりました。  

  

 以上の結果、四半期純利益は5億2百万円（前年同期間比19.1％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２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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、

自動車関連業界の経済環境は、①の（a）売上高に記載したとおりです。 

 一方、原材料市況は、アルミ地金がトン当たり期初の24万円から９月末は23万5千円に下落し、逆に銅地金はト

ン当たり期初の73万円から９月末は75万円に、ステンレス鋼板はトン当たり期初の27万5千円から９月末は29万円

と上昇しました。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

２四半期連結累計期間においては、4千8百万円の増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 11,736 百万円 733 百万円 760 百万円 455

中国 百万円 491 百万円 49 百万円 46 百万円 46



（２）連結財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、215億7千3百万円と、対前連結会計年度末比で0.7％、1億5千1百万

円増加しました。 

 流動資産は、159億3千9百万円と、対前連結会計年度末比で0.2％、3千7百万円増加しました。増加額は、受取手

形及び売掛金2億2千2百万円、商品及び製品1億7千3百万円他、合計4億4百万円です。減少額は、現金及び預金3億2

千7百万円他、合計3億6千7百万円です。 

 固定資産は、56億3千4百万円と、対前連結会計年度末比で2.0％、1億1千3百万円増加しました。増加額は、有形

固定資産1億4千8百万円です。減少額は、投資その他の資産1千8百万円、無形固定資産1千7百万円、合計3千5百万

円です。 

 流動負債合計は、82億4百万円と、対前連結会計年度末比で0.3％、2千5百万円増加しました。増加額は、未払法

人税等9千7百万円、未払金7千万円他、合計1億9千5百万円です。減少額は、支払手形及び買掛金1億5千万円他、合

計1億7千万円です。 

 純資産は、133億3千9百万円と、対前連結会計年度末比で1.2％、1億5千2百万円増加しました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の61.6％から61.8％となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10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２四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。 

     

  

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,509,335 5,182,027

受取手形及び売掛金 7,167,083 7,389,536

商品及び製品 3,115,497 3,289,051

原材料及び貯蔵品 16,130 14,677

繰延税金資産 44,624 44,986

その他 70,367 41,140

貸倒引当金 △21,728 △22,182

流動資産合計 15,901,310 15,939,237

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,682,397 6,695,482

減価償却累計額 △4,767,541 △4,858,713

建物及び構築物（純額） 1,914,855 1,836,769

機械装置及び運搬具 2,814,270 3,131,734

減価償却累計額 △1,892,727 △1,985,017

機械装置及び運搬具（純額） 921,543 1,146,717

土地 1,856,833 1,856,833

その他 332,266 330,407

減価償却累計額 △302,559 △299,246

その他（純額） 29,707 31,161

有形固定資産合計 4,722,938 4,871,481

無形固定資産 225,496 208,211

投資その他の資産   

投資有価証券 371,875 390,995

繰延税金資産 16,298 1,423

その他 184,510 162,093

投資その他の資産合計 572,683 554,511

固定資産合計 5,521,119 5,634,204

資産合計 21,422,430 21,573,442



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,471,225 7,320,931

未払費用 371,351 395,516

未払法人税等 209,350 307,045

役員賞与引当金 21,000 7,619

その他 105,872 173,175

流動負債合計 8,178,799 8,204,288

固定負債   

長期預り保証金 12,950 12,950

その他 43,922 16,965

固定負債合計 56,872 29,915

負債合計 8,235,672 8,234,203

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 11,424,535 11,516,436

自己株式 △818 △818

株主資本合計 13,045,115 13,137,015

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 82,767 97,293

為替換算調整勘定 58,875 104,929

その他の包括利益累計額合計 141,642 202,223

純資産合計 13,186,757 13,339,239

負債純資産合計 21,422,430 21,573,442



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 10,964,116 12,228,046

売上原価 8,836,479 10,005,005

売上総利益 2,127,637 2,223,040

販売費及び一般管理費 1,423,023 1,439,699

営業利益 704,614 783,341

営業外収益   

受取利息 1,110 1,998

受取配当金 4,204 4,974

不動産賃貸料 30,600 33,118

その他 2,938 4,398

営業外収益合計 38,853 44,490

営業外費用   

支払利息 309 －

不動産賃貸費用 7,195 8,923

支払手数料 1,052 902

為替差損 27,314 4,382

固定資産処分損 － 2,365

解約違約金 13,573 －

その他 2,298 3,396

営業外費用合計 51,744 19,969

経常利益 691,722 807,862

特別損失   

投資有価証券評価損 7,916 －

特別損失合計 7,916 －

税金等調整前四半期純利益 683,806 807,862

法人税等 261,767 305,104

少数株主損益調整前四半期純利益 422,038 502,757

四半期純利益 422,038 502,757



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 422,038 502,757

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,121 14,526

為替換算調整勘定 △44,275 46,054

その他の包括利益合計 △58,396 60,580

四半期包括利益 363,641 563,338

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 363,641 563,338

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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