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

26年3月期第3四半期 18,749 14.2 1,238 22.0 1,271 24.9 795 27.9
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

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 931百万円 （38.9％） 25年3月期第3四半期 670百万円 （15.0％）

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3四半期 61.93 ―

25年3月期第3四半期 48.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 23,061 13,707 59.4
25年3月期 21,422 13,186 61.6

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 13,707百万円 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

②①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3Q 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3Q 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3Q 12,839,284 株 25年3月期3Q 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14.2％増加し、187億4千9百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における日本経済は、アベノミクス効果からの円高是正・株高により個人消費や

輸出関連をはじめとする企業業績に明るさが出始めました。欧州諸国の財政問題や中国をはじめとした新興国

の成長鈍化による景気の下振れ懸念があるものの、国内製造業の設備投資に回復する動きが見られるなど、国

内経済は緩やかな回復傾向が続いております。 

 このような状況のなか、当社グループは、販売価格の見直し、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。  

  

 (b) 営業利益 

 営業利益は、競争が激化する市場において、販売価格の見直しによる減益要因があったものの、売上高の増

加や経費削減効果等により、12億3千8百万円（前年同期間比22.0％増）と増益となりました。 

  

 (c) 経常利益 

 経常利益は、為替差損を含む営業外費用の減少および売上高の増加や経費削減効果等が主要因となり、12億

7千1百万円（前年同期間比24.9％増）と増益となりました。  

  

 以上の結果、四半期純利益は７億9千5百万円（前年同期間比27.9％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３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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、

自動車関連業界では国内設備投資にも前向きな動きが出てきました。なかでも半導体業界は、好調に推移した自動

車向けの電子機器類やスマートフォン、タブレット型端末の世界的な需要拡大により、当第３四半期以降設備投資

に大幅な回復が見られました。 

 また、当社グループの売上高のなかで も品種別売上高比率が高いアルミニウム圧延品の国内メーカーの生産量

は、当第２四半期までは前年対比で減少しておりましたが、当第３四半期に入り増加に転じました。 

 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12月末は24万1千円に、銅地金はトン当たり期

初の73万円から12月末は80万円に、ステンレス鋼板はトン当たり期初の27万5千円から12月末は29万円といずれも

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３

四半期連結累計期間においては、5千6百万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 18,025 百万円 1,168 百万円 1,209 百万円 733

中国 百万円 723 百万円 69 百万円 61 百万円 61



（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３四半期連結会計期間末の資産合計は、230億6千1百万円と、対前連結会計年度末比で7.7％、16億3千9百万

円増加しました。 

 流動資産は、173億3千6百万円と、対前連結会計年度末比で9.0％、14億3千4百万円増加しました。増加額は、現

金及び預金1億2千3百万円、受取手形及び売掛金10億2千9百万円、商品及び製品3億7百万円他、合計14億7千7百万

円です。減少額は、未収入金2千4百万円他、合計4千2百万円です。 

 固定資産は、57億2千5百万円と、対前連結会計年度末比で3.7％、2億4百万円増加しました。増加額は、有形固

定資産2億4千7百万円です。減少額は、無形固定資産2千2百万円、投資その他の資産2千1百万円、合計4千3百万円

です。 

 流動負債合計は、93億2千4百万円と、対前連結会計年度末比で14.0％、11億4千5百万円増加しました。増加額

は、支払手形及び買掛金11億8百万円、未払費用6千5百万円他、合計11億8千7百万円です。減少額は、未払金1千7

百万円他、合計4千1百万円です。 

 純資産は、137億7百万円と、対前連結会計年度末比で4.0％、5億2千1百万円増加しました。 

 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59.4％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。 

  

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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,509,335 5,632,366

受取手形及び売掛金 7,167,083 8,196,856

商品及び製品 3,115,497 3,422,994

原材料及び貯蔵品 16,130 16,670

繰延税金資産 44,624 44,903

その他 70,367 46,090

貸倒引当金 △21,728 △23,877

流動資産合計 15,901,310 17,336,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,682,397 6,701,623

減価償却累計額 △4,767,541 △4,892,047

建物及び構築物（純額） 1,914,855 1,809,575

機械装置及び運搬具 2,814,270 3,276,781

減価償却累計額 △1,892,727 △2,059,210

機械装置及び運搬具（純額） 921,543 1,217,570

土地 1,856,833 1,898,910

その他 332,266 344,521

減価償却累計額 △302,559 △299,677

その他（純額） 29,707 44,843

有形固定資産合計 4,722,938 4,970,901

無形固定資産 225,496 203,486

投資その他の資産   

投資有価証券 371,875 391,020

繰延税金資産 16,298 1,514

その他 184,510 158,949

投資その他の資産合計 572,683 551,484

固定資産合計 5,521,119 5,725,872

資産合計 21,422,430 23,061,876



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,471,225 8,579,576

未払費用 371,351 436,843

未払法人税等 209,350 221,098

役員賞与引当金 21,000 12,829

その他 105,872 74,407

流動負債合計 8,178,799 9,324,755

固定負債   

長期預り保証金 12,950 12,350

その他 43,922 16,965

固定負債合計 56,872 29,315

負債合計 8,235,672 9,354,070

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 11,808,791

自己株式 △818 △818

株主資本合計 13,045,115 13,429,370

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 97,128

為替換算調整勘定 58,875 181,306

その他の包括利益累計額合計 141,642 278,435

純資産合計 13,186,757 13,707,806

負債純資産合計 21,422,430 23,061,876



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 16,420,823 18,749,355

売上原価 13,286,382 15,304,472

売上総利益 3,134,440 3,444,883

販売費及び一般管理費 2,118,995 2,206,130

営業利益 1,015,445 1,238,752

営業外収益   

受取利息 2,161 3,097

受取配当金 7,564 8,027

不動産賃貸料 45,900 50,216

その他 3,654 5,174

営業外収益合計 59,280 66,515

営業外費用   

支払利息 370 －

不動産賃貸費用 20,254 14,754

支払手数料 1,505 1,356

為替差損 14,972 9,571

固定資産処分損 － 2,365

解約違約金 13,573 －

その他 6,679 6,203

営業外費用合計 57,357 34,251

経常利益 1,017,369 1,271,017

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 1,009,333 1,271,017

法人税等 387,533 475,904

少数株主損益調整前四半期純利益 621,799 795,112

四半期純利益 621,799 795,112



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 621,799 795,112

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15,733 14,360

為替換算調整勘定 33,292 122,431

その他の包括利益合計 49,026 136,792

四半期包括利益 670,826 931,905

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 670,826 931,905

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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