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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 9,328 △11.2 △396 ― △385 ― △383 ―
25年3月期第3四半期 10,506 △25.1 △166 ― △174 ― △174 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 △325百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △161百万円 （―％）

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3四半期 △16.22 ―
25年3月期第3四半期 △7.38 ―

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 13,195 4,997 37.9
25年3月期 13,195 5,322 40.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 4,997百万円 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 ： 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

通期 13,200 △7.5 △340 ― △340 ― △350 ― △14.82



(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２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
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 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3Q 87,582 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3Q 23,612,559 株 25年3月期3Q 23,613,263 株
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平成26年３月期の当第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日～平成25年12月31日)の世界経済の動

向は、中国景気の鈍化懸念や、米国の量的緩和縮小が決定される等、依然として不透明感の漂う状況が

続きましたが、日本経済はアベノミクス効果への期待が徐々に現実味を増し、円安が進む中、景気回復

への歩みが強まりました。銅相場は、当該期間は比較的安定的な価格水準にて推移し、特に期の後半は

ＬＭＥ（ロンドン金属取引所）の銅在庫減少を背景に強含みの展開となりました。  

伸銅業界の黄銅棒の生産につきましては、４月～12月の累計では137千トンと前年同期に比べ2.0％の

増加となりました。  

当社におきましては、昨年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、販売量は激減しました。また生産再

開後は積極的な受注活動を開始しましたが、従来の受注量の水準に達することが出来ませんでした。 

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３四半期連結累計期間の業績は以

下のとおりとなりました。  

製品等の販売数量は、14,483トンと前年同期比19.9％の減少となりました。売上高につきましては、

販売数量の減少を主たる要因として、9,328百万円と前年同期比11.2％減少しました。収益面につきま

しても、上述のとおり、販売数量の減少を主因に、営業損失は396百万円（前年同期比△229百万円）、

経常損失は385百万円（前年同期比△210百万円）、四半期純損失は383百万円（前年同期比△208百万

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30.2％の減少となり、売上高は

7,566百万円と前年同期比20.0％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19.1％の減少となり、売上高は412百万円と前年同

期比9.7％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1,349百万円と前年同期比

126.7％の増加となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と同水準の13,195百万円となりました。 

流動資産は、現金及び預金が385百万円増加し、たな卸資産が115百万円増加しましたが、受取手形及

び売掛金が売上数量の減少等により718百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ173百

万円減少し、6,741百万円となりました。 

固定資産は、投資有価証券時価の上昇および設備投資などにより、前連結会計年度末に比べ173百万

円増加し、6,454百万円となりました。 

負債は、借入金が234百万円増加し、支払手形及び買掛金が197百万円増加したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ324百万円増加し、8,198百万円となりました。 

純資産は、四半期純損失の計上による利益剰余金の383百万円の減少等により、前連結会計年度末に

比べ325百万円減少し、4,997百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.4％減少の37.9％となりました 
  

当第３四半期連結会計期間における業績動向を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成25年11

月１日に公表いたしました平成26年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、

本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

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

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。 

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 914,372 1,299,522

受取手形及び売掛金 4,100,914 3,382,359

商品及び製品 603,863 523,395

仕掛品 417,073 453,954

原材料及び貯蔵品 618,958 777,553

未収入金 96,324 44,203

繰延税金資産 139,790 149,421

その他 23,913 111,790

貸倒引当金 △322 △1,196

流動資産合計 6,914,888 6,741,006

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 297,502 537,054

減価償却累計額 △31,345 △69,443

建物及び構築物（純額） 266,156 467,611

機械装置及び運搬具 2,266,537 2,454,371

減価償却累計額 △1,564,156 △1,701,927

機械装置及び運搬具（純額） 702,380 752,444

土地 4,208,011 4,208,011

建設仮勘定 199,342 －

その他 144,306 155,438

減価償却累計額 △119,994 △107,912

その他（純額） 24,312 47,525

有形固定資産合計 5,400,204 5,475,592

無形固定資産   

ソフトウエア 7,259 5,330

施設利用権等 8,545 8,545

無形固定資産合計 15,804 13,875

投資その他の資産   

投資有価証券 817,677 926,202

その他 47,387 38,460

投資その他の資産合計 865,065 964,662

固定資産合計 6,281,073 6,454,130

資産合計 13,195,962 13,195,136
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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 1,446,309 1,644,138

短期借入金 3,581,221 4,038,099

未払消費税等 62,804 －

未払費用 207,689 192,178

未払法人税等 18,674 8,469

賞与引当金 31,300 9,860

その他 94,895 81,051

流動負債合計 5,442,894 5,973,798

固定負債   

長期借入金 1,000,050 777,568

長期未払金 － 87,820

退職給付引当金 136,620 108,778

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 360,080 394,325

再評価に係る繰延税金負債 741,315 741,315

その他 12,320 24,427

固定負債合計 2,430,835 2,224,234

負債合計 7,873,730 8,198,032

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 1,697,367

自己株式 △15,894 △15,915

株主資本合計 3,949,996 3,566,951

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,688 103,148

繰延ヘッジ損益 △146 △11,689

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 1,430,152

純資産合計 5,322,232 4,997,103

負債純資産合計 13,195,962 13,195,136
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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 10,506,646 9,328,620

売上原価 10,009,780 9,128,635

売上総利益 496,866 199,985

販売費及び一般管理費 662,919 595,996

営業損失（△） △166,053 △396,011

営業外収益   

受取利息 199 183

受取配当金 14,112 17,219

受取保険金 11,569 －

助成金収入 － 15,445

その他 10,456 7,809

営業外収益合計 36,338 40,657

営業外費用   

支払利息 26,094 21,725

支払手数料 8,803 －

売上割引 7,706 5,218

手形売却損 2,392 1,693

その他 153 1,247

営業外費用合計 45,151 29,885

経常損失（△） △174,867 △385,239

特別利益   

固定資産売却益 573 24,975

特別利益合計 573 24,975

特別損失   

固定資産売却損 － 8

固定資産除却損 6 29

投資有価証券評価損 59,864 －

ゴルフ会員権評価損 190 －

特別損失合計 60,061 38

税金等調整前四半期純損失（△） △234,355 △360,301

法人税、住民税及び事業税 15,472 27,369

法人税等調整額 △75,604 △4,647

法人税等合計 △60,132 22,722

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △174,223 △383,023

四半期純損失（△） △174,223 △383,023
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 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損失（△） △174,223 △383,023

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 19,780 69,460

繰延ヘッジ損益 △6,986 △11,543

その他の包括利益合計 12,794 57,916

四半期包括利益 △161,428 △325,106

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △161,428 △325,106

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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） 

該当事項はありません。  

  

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） 

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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