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白銅株式会社 （7637・東証1部）

～材料界の “ アマゾン ”！？半導体業界好調で過去最高水準の成長へ！～

株価データ（2021/8/12終値）

株価 ¥2,452 時価総額 27,814百万円

出来高（5日平均） 94,140株 EPS（予） 211.61円

PER（予） 11.59倍 PBR（実） 1.55倍

自己資本比率* 54.0% ROE* 7.3%

1株配当予想 94.00円 配当利回り 3.83％

2021/8/17

■会社概要：当社はアルミニウムや伸銅、ステンレスなどの産業用素材の切断・
加工・販売を行う非鉄金属専門商社。1932年創業の個人商店を前身とし、1949
年に当社が設立。多種多様なサービスを基に事業を拡大し、2000年3月に上場、
現在は東証1部。現在（21/3期末）の売上高は392億円、営業利益は19億円、従
業員数は862名(2021年4月1日現在)。国内には(株)AQR、海外には中国とタイ王

国に子会社を擁するほか、神奈川、滋賀、九州など、全国５つの主要地域に加
工工場を有する。現代表である角田氏は1986年に当社に入社。以後、営業・製
造・経営企画・中国事業等主要ポストを歴任、2012年より現職。

■事業内容：当社の主たる事業は非鉄金属およびプラスチック製品の切断・加
工並びに販売であるが、形式により、2つの販売形態に分かれる。標準在庫品
販売では、大手材料メーカーなどから約5300品目サイズ（約7000ｔ）の製品を仕

入れ、標準在庫品として自社工場にストック。この在庫品を顧客からの注文に応
じ、切断や加工を施した形で、短納期で顧客へ納品する事業を手掛ける。特注
品販売は材料メーカーや加工協力工場等とタイアップし、オーダーメイドで製作
した材料の販売や、標準在庫品で扱っていない製品を材料メーカーや他社在庫
品などから直接顧客に配送する事業を手掛ける。売上高構成比では、標準在庫
品販売が66%、特注品が34%（いずれも21/3期末）。主な製品の用途としては半
導体製造装置やFPD製造装置や工作機械、自動車等の輸送機器で、全体の約
40%を半導体関連用途が占める。素材別ではアルミニウムが売上高の約65%を

占め、ステンレス、伸銅と続く。セグメントは地域などで分けられ、地域セグメント
では、日本、中国、その他（タイ王国）の3つに分かれる。地域セグメント別売上
高構成比は日本が約95％と、まだまだ海外への成長余地を残している。

■強み・ビジネスモデル：当社のビジネスは、非鉄金属素材の販売が主である
が、多岐にわたる素材を、異なる形状で、様々な加工を施す点に優位性がある。
半導体から自動車、航空機にいたるまで、非鉄金属素材は様々な用途で使わ
れるため、素材の種類はもちろん、顧客が求める形状は、板状、管状、棒状と多
岐にわたる。加えて加工方法も千差万別のため、単に素材といっても、顧客が
求める製品には無限のパターンが存在する。当社では従来の商社機能に加え、
自社工場を活用し切断や加工を施すことで付加価値をつけ、それを短納期で配
送できるといった利便性に強みがある。具体的には以下の６つの利便性を追求
している。１）約5300品目に及ぶ豊富なラインアップ、２）素材1本、1グラムからの

注文にも対応する小口対応、３）“ダントツ”のスピードを標榜、お客様センターに
よるクイック・レスポンス４）国内５か所に在庫・加工センターを保有し、最短翌日
納品可能なクイック・デリバリー５）顧客の注文に応じた切断・加工といった多彩
な加工バリュエーション６）顧客の厳しい精度要求にも対応できる特別に設計さ
れた高精度なフライス加工機など最新の設備やマシニングセンターによる高精
度の加工バリュエーション。

素材在庫品の豊富さと、自社工場を活用した独自ノウハウによる高度な加工技
術をもとに、顧客のありとあらゆるニーズに、きめ細やかかつ短納期で対応でき
る当社。近年では24時間365日見積り発注可能な「白銅ネットサービス」というオ

ンラインの発注サービスも展開している点も含め、顧客からは“非鉄金属素材界
のアマゾン”とも称される利便性と信頼を培っている。

■市場環境：当社の売上高に占める半導体関連分野の割合はおよそ40%を占

め、その他の分野では工作機械、自動車（車載部品を含む）や航空機などの輸
送機器が占める。現在、IoTやデジタルトランスフォーメーション（DX）、クラウド

サービスの進展による社会のデジタル化に伴い、要となる半導体の需要は急速
に高まっている。アルミニウムは半導体デバイスだけでなく、データを処理する
データセンターやサーバー向けにも使用されるため、５G含め、今後も更に需要

拡大が見込める。自動車分野においては、電気自動車（ＥＶや自動運転の進展
に伴う電装化による接続端子の増加が見込まれ、半導体関連の需要増は確実
で、関連素材も伸長すると思われる。また、省エネや環境配慮等の面から、燃費
規制による自動車の軽量化も進んでおり、軽量で強度の高いアルミニウムに注
目が集まっている。航空業界や鉄道業界でも軽量化の流れは進んでおり、半導
体、輸送機器といった市場は今後も追い風が吹いていきそうだ。

その利便性は非鉄金属素材業界の“アマゾン？”

会社概要 URL:https://www.hakudo.co.jp/ 設立 1949年11月

コード 7637 業種：卸売業 上場 2000年3月

代表者 角田 浩司 本社 東京都千代田区丸の内2-5-2

事業内容 アルミニウム、伸銅、ステンレス、特殊鋼、プラスチック等の板、棒、管等の加工・販売

主要株主 Ｋ＆Pアセットマネジメント(9.09%)、山田治男（5.96％）、山田智則（5.96%)、日本マスタートラ
スト信託銀行(株)(5.87%)、(有)双光 (5.58%) (上位５位まで、21年3月末時点)

→同社のIR情報はこちら！
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※当社資料より作成

*いずれも21/3期末

1962年8月15日生まれ

1986年7月 白銅(株)（廣成(株)）入社

2001年5月 当社中央支社長

2004年4月 当社執行役員海外営業部長

2012年4月 当社代表取締役社長（現任）

代表者略歴

代表取締役社長 角田浩司氏

※当社資料より一部を引用

https://www.hakudo.co.jp/
https://www.irstreet.com/new/jp/brand/index.php?brand=359&contents=brand_whatsnew
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■成長戦略：当社の成長戦略のテーマは、「商社機能+α」という独自ポジション

の強化にある。具体的には、以下の戦略を行っている。先ず、設備関連は切断
加工や検査機器の増強を図っており、2015年頃より設備投資を強化。工場の自
動化やIoTの推進による省人/省力化に努め、生産能力が向上。これにより、納

期遅延や返品発生率は更に低いものとなった。そして成長の次の一手として注
力するのが「白銅ネットサービス」だ。同サービスはＷｅｂ上で素材の見積もり、
受発注、配送までが完結するシステム。当社の強みをそのままオンライン化した
イメージで、取扱いは非鉄金属素材をメインとしているものの、Ａｍａｚｏｎや日本
のＭｏｎｏｔａＲＯ社が展開するようなオンラインサービスに近い。 100社を超える
提携先の在庫品と併せると、取扱い商品も計2万1300品目サイズ（21/3期末時
点）にのぼり、ユーザーは24時間365日、様々な品目サイズで発注ができ、顧

客・当社ともにコストが削減できる仕組みとなっている。今後はオペレーターの品
質向上や取扱い品の増加により、同サービスの利用率向上に努める。

海外展開についても余念がなく、子会社のある中国やタイ王国を中心に事業を
強化し、ゆくゆくは白銅ネットサービスの海外展開も視野に入れ、先ずは連結売
上高構成比で10%水準を目標に展開している。更に、新規事業の開拓として力
を入れているのが３Dプリンターによる金属製品の受託製造だ。従来の製作工
程を３Dプリンターで実現することで、製作時間の大幅な短縮によるコスト削減が
図れる。更に、ここに製品検査サービスを加えることで、３Dプリンター+ONEの

サービス提供も図っている。既に東京理科大学との産学連携により、アルミダイ
カスト合金ADC12の造形サービスを開始、取引口座数も順調に増加している。

■業績・財務：当社の業績は、リーマン・ショックの余波を受けた2010年頃に底

打ちして以降は、堅調に推移している。特徴として、各原材料の市況（地金価
格）や、企業の設備投資の影響を受け、在庫品の評価が変動する点には留意
が必要。直近20/3期は売上高392億円（前期比＝YoY-6.2％）、営業利益は19.8
億円（YoY+19.5％）となった。新型コロナウイルスによる企業の投資控え等によ

り売上高は前期比でやや減収となったが、白銅ネットサービスでのオンライン受
注が可能だったため、マイナスの影響は一定範囲に収まったとしている。営業利
益は原価率の改善や、原材料市況の変動に伴う在庫評価の好転等により、大
幅な伸びとなった。当初はコロナ禍の影響を受けていた当社だが、半導体分野
の急速な需要拡大とともに、業績も大幅な伸長を見せている。8/10発表の第1四
半期決算では、売上高126億円（YoY+35.0％）、営業利益9.8億円（同+243.0％）
と前期比で大幅増となった。これに伴い、第2四半期累計、通期業績予想をとも
に上方修正。通期予想では売上高520億円（YoY+32.6％）、営業利益34.2億円
（同+72.6％）と、過去最高水準となる大幅な増収増益を見込む。

財務状況については、自己資本比率は近年で50%を超える健全な水準で安定し
ている。自己資本利益率（ROE）については21/3期で7.3％。近年の最高値は
18/3期の13.1％で、18-21/3期の平均ROEは9.1％と、安定している。売上高営業
利益率は18-21/3期平均5.1％だが、今期は6.6％と改善傾向にある。

■株価・株主還元：2000年の上場以降、当社の株価が最高値をつけたのはリー
マン・ショック前の2006年頃。その後リーマン・ショックの影響を受け下降してい
たが、2017-18年頃より復調。直近は半導体分野の好調に伴う上方修正や、配
当の大幅増額などのIRリリースが続き、株価も反応。21/1/4終値1,435円に対し
8/12終値は2,452円と、年初来で+70.9％まで上昇し、TOPIX等の主要株価指標
を大きくアウトパーフォームしている。8/12終値での予想PER11.6倍に対し、東証
1部全銘柄での同PERは13.2倍。東証発表の業種別PER（実績）によれば、当社
の属する東証1部の卸売業種銘柄のPERは単純平均で16.8倍、加重平均で18.1
倍。乱暴ではあるが、PERと成長率だけでみれば、上昇余地を残しているともい
えそうだ。

株主還元についても積極的だ。当社は近年、配当性向40%以上の配当を安定し
て実施。創立90周年にあたる今期は90周年記念配を加え、1株当たり配当額で
年間82円の大幅増としていたが、8/10の上方修正に伴い、更に12円プラスの年
間94円となる大幅増配を発表。これにより配当利回りは8/12終値で3.83％の高
水準となり、 Yahooファイナンスでの同日の配当利回りランキングではトップ400
社以内の上位に入っている。加えて、6月にはポイント制の株主優待の導入も発
表、総合的な株主還元を一層強化している。

多種多様な素材を、ありとあらゆる形状、サイズで、ダントツのスピードで納品で
きる当社。近年はオンラインサービスの展開や、設備投資強化によるメーカー機
能の強化など、次なる一手も着実に実行している。増配に優待新設と株主還元
に積極的な姿勢もうかがえ、“非鉄金属素材業界のアマゾン”として、長期で
ウォッチしていきたい銘柄だ。

オンラインサービス・メーカー機能強化で次のステージへ

（百万円）
20/3期 21/3期 22/3期（予）

売上高 41,798 39,219 52,000

営業利益
（営業利益率）

1,658
（4.0％）

1,981
（5.1％）

3,420
（6.6％）

経常利益 1,697 2,083 3,500

当期純利益 1,148 1,281 2,400

配当（円） 58.00 58.00 94.00

EPS（円） 101.27 113.01 211.61

ROE（％） 6.8 7.3 -

417.0 392.0

520.0

4.0%

5.1%
6.6%

19/12 20/12 21/12（予）

売上高（億円） 営業利益率

業績推移
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白銅株式会社 （7637・東証1部）
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企業分析

Strength

（強み）

・商社機能に加工技術を組み合わせた独自性
・多種多様な金属製品をあらゆる形状・サイズで
迅速に納品できる技術力とスピード

Weakness

（弱点）
・業界市場（半導体分野や原材料価格）への依
存が強く、市況の影響を受けやすい点

Opportunity

（成長機会）

・自社オンラインサービスの拡大
・5Gやデータセンター需要など、IT化の進展によ
る半導体分野の好況

Threat

（脅威）
・景気悪化による企業のIT投資控え

※会社資料より作成

株主構成比率（21/3末時点）

金融機関(12.33%)

金融商品取引業者(0.9%)

その他法人(31.08%)

外国法人等(2.6%)

個人その他(53.09%)

*発行済み株式数：11.3百万株
株主数：4,012名

75 77

58 58

94

41.9
55.8 57.3 51.3

44.4

18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期（予）

1株あたり配当額(円) 配当性向（％）

配当の推移

*記念配9円含
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