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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 5,898 △17.7 △286 ― △272 ― △281 ―
25年3月期第2四半期 7,163 △31.1 △68 ― △74 ― △122 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △217百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △118百万円 （―％）

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 △11.92 ―
25年3月期第2四半期 △5.20 ―

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 13,228 5,104 38.6
25年3月期 13,195 5,322 40.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  5,104百万円 25年3月期  5,322百万円

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 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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 13,400 △6.1 △200 ― △200 ― △240 ― △10.17



(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  ：  無  

(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レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きは終了しております。 

※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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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およ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３ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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 23,700,000 株 25年3月期 23,700,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 87,381 株 25年3月期 87,381 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 23,612,619 株 25年3月期2Q 23,613,399 株
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平成26年３月期の当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）の経済情勢

は、中国経済の鈍化懸念や、米国の量的緩和縮小予想等、不透明感の漂う中、日本経済はアベノミクス

効果により、景気回復への期待が高まりました。銅相場は、需給環境ではなく、投機資金の影響に左右

されることが顕著となっておりますが、当該期間は比較的安定的な価格水準にて推移しました。 

伸銅業界の黄銅棒の生産につきましては、４月～９月の累計では89,260トンと前年同期に比べ0.9％

の微減となりました。 

当社におきましては、本年４月９日に発生した鋳造溶解物噴出による火災事故により、２ヶ月半の

間、鋳造設備全体が実質使用停止の状態となり、その期間は原材料の在庫品と外部からの中間材料の供

給等により製造販売を行いましたが、需要を満たすことが出来ず、販売数量は激減しました。 

このような状況の下、大阪黄銅株式会社を含む当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は以下

のとおりとなりました。 

販売数量は、事故により伸銅原材料の転売を行ったため、9,176トンと前年同期比24.6％の減少に留ま

りました。売上高につきましても、同様に原料販売も含むため、5,898百万円と前年同期比17.7％の減

少となりました。収益面につきましても、製品の大幅な販売数量の減少を主因に、営業損失は286百万

円（前年同期比△218百万円）、経常損失は272百万円（前年同期比△197百万円）、四半期純損失は281

百万円（前年同期比△158百万円）となりました。 

  

当社グループは伸銅品関連事業の単一セグメントとしております。伸銅品関連事業の部門別の業績を

示すと、次のとおりであります。 

（伸銅品） 

当社グループの主力製品である伸銅品は、販売数量で前年同期比37.3％の減少となり、売上高は

4,602百万円と前年同期比28.1％の減少となりました。 
  
（伸銅加工品） 

伸銅加工品においても、販売数量で前年同期比27.9％の減少となり、売上高は276百万円と前年同

期比18.3％の減少となりました。 
  
（その他の金属材料） 

その他の金属材料は、伸銅原材料の転売を主たる要因として、売上高で1,018百万円と前年同期比

139.9％の増加となりました。 
  

①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総資産は前連結会計年度末に比べ、32百万円増加し、13,228百万円と

なりました。 

 流動資産は、現金及び預金が693百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が売上数量の減少等に

より1,073百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ192百万円減少し、6,722百万円と

なりました。 

 固定資産は、設備投資により有形固定資産が126百万円増加し、時価の上昇により投資有価証券が106

百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ224百万円増加の6,505百万円となりました。

 負債は、借入金が112百万円増加し、支払手形及び買掛金が248百万円増加したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ249百万円増加の8,123百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失の計上により利益剰余金が281百万円減少したことなどにより、前連結会計

年度末に比べ217百万円減少し、5,104百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.7％減少の38.6％となりました。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前第２四半期連結累計期間に比べ683百万

円増加し1,575百万円になりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、827百万円（前年同四半期連結累計期間は681百万円の収入）とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純損失270百万円の計上および売上債権の1,069百万円の

減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、240百万円（前年同四半期連結累計期間は312百万円の支出）とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得による支出255百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、107百万円（前年同四半期連結累計期間は597百万円の支出）とな

りました。これは主に、短期借入金の純増加額312百万円および長期借入金の返済による支出250百万

円によるものであります。 

  

本社工場にて発生した火災事故の影響により、平成25年５月14日の平成25年３月期通期決算発表時に

平成26年３月期（平成25年４月１日～平成26年３月31日）の当期業績予想および配当予想を未定とさせ

て頂いておりましたが、当該事故の影響および最近の業績動向を踏まえ、平成25年11月１日に「平成26

年３月期業績予想、当社本社工場における火災事故に係わる業績への影響額の見通し、および平成26年

３月期配当予想に関するお知らせ」にて平成26年３月期の業績予想および配当予想を開示しておりま

す。 

 また、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したも

のであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

（役員退職慰労引当金） 

当社及び連結子会社は、内規による要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりましたが、

それぞれ平成25年５月開催の取締役会において、退職慰労金制度を廃止することを決議し、それぞれ

同年６月開催の定時株主総会において、退職慰労金の打切り支給（支給時期は、各役員の退任時）を

決議し、承認されました。 

 これに伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給に伴う未払額87,820千円を固定負債の

「長期未払金」として計上しております。 
  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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 914,372 1,608,228

受取手形及び売掛金 4,100,914 3,027,134

商品及び製品 603,863 510,325

仕掛品 417,073 550,110

原材料及び貯蔵品 618,958 727,161

未収入金 96,324 46,010

繰延税金資産 139,790 147,002

その他 23,913 107,405

貸倒引当金 △322 △1,032

流動資産合計 6,914,888 6,722,345

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 297,502 528,180

減価償却累計額 △31,345 △55,963

建物及び構築物（純額） 266,156 472,217

機械装置及び運搬具 2,266,537 2,443,176

減価償却累計額 △1,564,156 △1,648,525

機械装置及び運搬具（純額） 702,380 794,651

土地 4,208,011 4,208,011

建設仮勘定 199,342 －

その他 144,306 172,575

減価償却累計額 △119,994 △121,081

その他（純額） 24,312 51,494

有形固定資産合計 5,400,204 5,526,375

無形固定資産   

ソフトウエア 7,259 5,973

施設利用権等 8,545 8,545

無形固定資産合計 15,804 14,518

投資その他の資産   

投資有価証券 817,677 923,942

その他 47,387 40,876

投資その他の資産合計 865,065 964,818

固定資産合計 6,281,073 6,505,712

資産合計 13,195,962 13,228,057
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(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 1,446,309 1,694,440

短期借入金 3,581,221 3,891,444

未払消費税等 62,804 －

未払費用 207,689 184,024

未払法人税等 18,674 18,277

賞与引当金 31,300 14,900

その他 94,895 69,881

流動負債合計 5,442,894 5,872,969

固定負債   

長期借入金 1,000,050 801,956

長期未払金 － 87,820

退職給付引当金 136,620 108,943

役員退職慰労引当金 90,450 －

環境対策引当金 90,000 90,000

繰延税金負債 360,080 394,643

再評価に係る繰延税金負債 741,315 741,315

その他 12,320 25,762

固定負債合計 2,430,835 2,250,441

負債合計 7,873,730 8,123,410

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,595,250 1,595,250

資本剰余金 290,250 290,250

利益剰余金 2,080,391 1,798,856

自己株式 △15,894 △15,894

株主資本合計 3,949,996 3,668,462

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,688 102,321

繰延ヘッジ損益 △146 △4,829

土地再評価差額金 1,338,693 1,338,693

その他の包括利益累計額合計 1,372,235 1,436,184

純資産合計 5,322,232 5,104,647

負債純資産合計 13,195,962 13,228,057
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（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 7,163,894 5,898,778

売上原価 6,777,147 5,788,069

売上総利益 386,747 110,709

販売費及び一般管理費 454,844 397,659

営業損失（△） △68,096 △286,949

営業外収益   

受取利息 116 174

受取配当金 11,753 13,424

受取保険金 11,569 －

助成金収入 － 14,129

その他 4,507 7,383

営業外収益合計 27,946 35,112

営業外費用   

支払利息 18,834 14,832

支払手数料 8,803 －

売上割引 5,487 2,998

手形売却損 1,448 1,218

その他 113 1,165

営業外費用合計 34,686 20,214

経常損失（△） △74,836 △272,052

特別利益   

固定資産売却益 － 1,221

特別利益合計 － 1,221

特別損失   

固定資産売却損 － 8

固定資産除却損 － 29

投資有価証券評価損 72,007 －

特別損失合計 72,007 38

税金等調整前四半期純損失（△） △146,844 △270,869

法人税、住民税及び事業税 8,341 16,314

法人税等調整額 △32,402 △5,649

法人税等合計 △24,061 10,665

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △122,782 △281,534

四半期純損失（△） △122,782 △281,534
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 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損失（△） △122,782 △281,534

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8,390 68,633

繰延ヘッジ損益 △4,557 △4,683

その他の包括利益合計 3,833 63,949

四半期包括利益 △118,949 △217,585

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △118,949 △217,585

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △146,844 △270,869

減価償却費 76,461 132,611

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,290 710

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,556 △27,676

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,830 △90,450

受取利息及び受取配当金 △11,870 △13,599

支払利息 18,834 14,832

売上割引 5,487 2,998

投資有価証券評価損益（△は益） 72,007 －

固定資産売却損益（△は益） － △1,213

固定資産除却損 － 29

売上債権の増減額（△は増加） 227,722 1,069,562

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,041 △147,701

仕入債務の増減額（△は減少） 2,174 248,130

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,382 △62,804

その他 413,952 △88,244

小計 705,785 766,318

利息及び配当金の受取額 11,870 13,599

利息の支払額 △19,749 △15,080

法人税等の支払額 △16,729 62,175

営業活動によるキャッシュ・フロー 681,176 827,013

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 △23,000 △23,000

定期預金の払戻による収入 23,000 23,000

有形固定資産の取得による支出 △315,773 △255,904

有形固定資産の売却による収入 － 1,524

投資有価証券の取得による支出 △1,625 △1,759

保険積立金の解約による収入 3,693 9,007

その他 1,194 6,185

投資活動によるキャッシュ・フロー △312,512 △240,947

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） △48,372 312,885

長期借入れによる収入 750,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △1,249,443 △250,756

リース債務の返済による支出 △2,881 △4,227

配当金の支払額 △46,886 △112

財務活動によるキャッシュ・フロー △597,582 107,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △228,918 693,855

現金及び現金同等物の期首残高 1,120,434 881,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 891,515 1,575,228
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

（４）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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