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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 121,055 ― △1,053 ― △1,521 ― △1,199 ―

20年3月期第3四半期 134,846 8.8 2,027 △64.1 1,502 △72.1 892 △66.8

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

21年3月期第3四半期 △28.50 ―

20年3月期第3四半期 20.88 20.87

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 63,694 20,237 31.7 488.68
20年3月期 77,098 23,904 29.7 541.39

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  20,187百万円 20年3月期  22,891百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 140,500 △20.1 △2,830 ― △3,530 ― △2,950 ― △71.49

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧下さい。］  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧下さい。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  43,629,235株 20年3月期  43,629,235株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,318,982株 20年3月期  1,346,285株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  42,104,192株 20年3月期第3四半期  42,762,075株
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（参考） 
平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

(％表示は対前期増減率) 

   
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 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 113,500△25.0 △2,170 ― △2,560 ― △1,860 ― △45.23
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当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)におけるわが国経済は、米国のサブ
プライムローン問題に端を発した金融市場における混乱や株価低迷が世界的規模に拡大し、実体経済に大
きな影響を与え、景気後退が顕著となり、企業の生産減、さらには雇用情勢の悪化など、極めて厳しい局
面へと急変いたしました。  
 こうした環境のもと、当社グループは、大手需要家である自動車メーカーにおいて急激な生産調整、減
産等により大幅な販売数量の減少となりました。  
 この結果、当社グループの連結売上高につきましては、アルミニウム二次合金地金890億９千５百万円
(前年同期比10.2％減)、商品・原料他319億５千９百万円(前年同期比10.4％減)で、これらを併せた売上
高総額は1,210億５千５百万円(前年同期比10.2％減)となりました。  
 収益面につきましても、上期までは高騰していた原油価格等諸資材の価格の影響による製造費の上昇で
利益が圧迫されました。その後、第２四半期末からのアルミ価格の急激な反落の影響により棚卸資産（原
材料等）の価値が減少したことで評価損を計上し、その上、投資有価証券の一部にも評価損を計上するに
至ったことで損失がさらに増加しました。その結果、経常損益につきましては、15億２千１百万円の損失
となり、税引き後の四半期純損益は11億９千９百万円の損失を計上することとなりました。 
  

(1) 流動資産  
当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ119億２千１百万円
減少し、458億２千４百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金等が減少したことによるもの
であります。  
(2) 固定資産  
当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ14億８千３百万円減
少し、178億６千９百万円となりました。これは主に生産設備の減価償却費の計上額18億２千８百万円と
設備投資による増加額11億７千４百万円等によるものであります。 
(3) 流動負債  
当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ85億５千８百万円減
少し、320億４千３百万円となりました。これは主に為替レートの変動もあり、円ベースでの短期借入金
の残高が56億円減少したことによるものであります。 
(4) 固定負債  
当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ11億７千８百万円減
少し、114億１千３百万円となりました。これは主に為替レートの変動もあり、円ベースでの長期借入金
の残高が11億９百万円減少したことによるものであります。 
(5) 純資産 
当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ36億６千７百万円減少し、202
億３千７百万円となりました。これは主に利益剰余金が17億７百万円減少したことと連結子会社株式を取
得したこと等により少数株主持分が９億６千６百万円減少したことによるものであります。 
  

平成21年３月期の連結業績予想(平成20年４月１日～平成21年３月31日)につきましては、平成21年１月
23日に公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。 
  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

㈱大紀アルミニウム工業所(5702)平成21年３月期　第３四半期決算短信

－3－



該当事項はありません。 

  

 ・棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

１. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

２. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。  

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業損

益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益が２億７千５百万円それぞれ減少しております。 

  

３. 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。  

 なお、この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

４. 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連

結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

す。  

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

 法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、

法定耐用年数及び資産区分が見直されました。当社はこの改正を契機として資産の利用状況を見直

した結果、機械装置について第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数に変

更しております。  

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業損

益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益が３億４百万円それぞれ減少しております。 
  
  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ①会計基準等の改正に伴う変更

 ②①以外の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,162 2,099 
受取手形及び売掛金 26,183 33,077 
商品及び製品 7,390 9,729 
仕掛品 171 126 
原材料及び貯蔵品 8,208 11,562 
その他 1,813 1,205 
貸倒引当金 △105 △55 

流動資産合計 45,824 57,746 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 9,303 9,501 
減価償却累計額 △5,174 △5,056 

建物及び構築物（純額） 4,128 4,445 

機械装置及び運搬具 20,118 19,942 
減価償却累計額 △14,763 △13,822 

機械装置及び運搬具（純額） 5,354 6,119 
工具、器具及び備品 1,242 1,206 
減価償却累計額 △756 △692 

工具、器具及び備品（純額） 485 514 
土地 3,274 3,334 
リース資産 1 － 
減価償却累計額 △0 － 

リース資産（純額） 1 － 

建設仮勘定 72 80 
有形固定資産合計 13,317 14,494 

無形固定資産   
のれん 183 100 
その他 74 73 
無形固定資産合計 258 174 

投資その他の資産   
投資有価証券 3,455 4,089 
長期貸付金 10 13 
その他 1,016 892 
貸倒引当金 △188 △310 

投資その他の資産合計 4,293 4,684 

固定資産合計 17,869 19,352 

資産合計 63,694 77,098 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 8,196 10,752 
短期借入金 21,140 26,740 
未払金 653 1,031 
未払法人税等 52 57 
未払費用 900 1,163 
役員賞与引当金 － 29 
賞与引当金 99 223 
その他 1,000 603 
流動負債合計 32,043 40,602 

固定負債   
社債 2,400 2,400 
長期借入金 7,897 9,006 
退職給付引当金 520 579 
役員退職慰労引当金 482 476 
負ののれん 57 71 
その他 55 58 
固定負債合計 11,413 12,591 

負債合計 43,457 53,193 
純資産の部   
株主資本   
資本金 6,346 6,346 
資本剰余金 8,852 8,853 
利益剰余金 5,572 7,280 
自己株式 △781 △614 

株主資本合計 19,990 21,865 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 348 781 
繰延ヘッジ損益 118 △57 
為替換算調整勘定 △270 303 
評価・換算差額等合計 196 1,026 

新株予約権 3 － 
少数株主持分 46 1,013 
純資産合計 20,237 23,904 

負債純資産合計 63,694 77,098 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 121,055 
売上原価 119,080 
売上総利益 1,974 

販売費及び一般管理費  
運搬費 1,307 
貸倒引当金繰入額 51 
役員退職慰労引当金繰入額 29 
賞与引当金繰入額 26 
その他 1,613 
販売費及び一般管理費合計 3,028 

営業損失（△） △1,053 

営業外収益  
受取利息 5 
受取配当金 51 
持分法による投資利益 36 
技術指導料 69 
鉄屑売却益 126 
為替差益 7 
その他 146 
営業外収益合計 441 

営業外費用  
支払利息 806 
手形売却損 66 
その他 37 
営業外費用合計 909 

経常損失（△） △1,521 

特別利益  
固定資産売却益 277 
特別利益合計 277 

特別損失  
固定資産除売却損 81 
投資有価証券評価損 222 
訴訟関連損失 19 
その他 0 
特別損失合計 324 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,568 

法人税、住民税及び事業税 143 
法人税等調整額 △551 

法人税等合計 △407 

少数株主利益 39 

四半期純損失（△） △1,199 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20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20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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（要約）前四半期連結損益計算書 
                  （単位：百万円） 

 
  

  

  

  

  

  

  

「参考」

科  目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日)

金 額
Ⅰ 売上高 134,846
Ⅱ 売上原価 129,611
   売上総利益 5,235
Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,208
 １ 運送費 1,418
 ２ 給与手当 418
 ３ その他 1,371
   営業利益 2,027
Ⅳ 営業外収益 390
 １ 受取配当金 47
 ２ その他 343
Ⅴ 営業外費用 915
 １ 支払利息 764
 ２ 持分法による投資損失 1
 ３ その他 149
   経常利益 1,502
Ⅵ 特別利益 203
Ⅶ 特別損失 163
 １ 固定資産売却及び廃棄損 56
 ２ 役員退職慰労金 68
 ４ その他 37
   税金等調整前四半期純利益 1,542
   法人税、住民税及び事業税 384
   法人税等調整額 268
   少数株主損失（△） △3
   四半期純利益 892
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