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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 2,356 △35.6 89 △54.7 113 △47.4 66 △51.2
21年3月期第1四半期 3,658 ― 197 ― 214 ― 135 ―

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

22年3月期第1四半期 5.75 ―
21年3月期第1四半期 11.66 ―

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

22年3月期第1四半期 9,061 7,117 78.5 619.05
21年3月期 8,973 6,947 77.4 604.27

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,117百万円 21年3月期  6,947百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

4,800 △31.9 120 △60.4 135 △58.7 70 △63.8 6.08

通期 10,000 △22.7 210 △8.4 230 △12.8 120 50.7 10.43
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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. その他をご覧ください。] 

(2) 四半期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. その他をご覧ください。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,912,515株 21年3月期  11,912,515株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  415,633株 21年3月期  415,453株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 11,497,002株 21年3月期第1四半期 11,616,337株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等に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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間における当社の経営成績は、世界的不況の影響を受けた住宅建築資材受注環境

の悪化並びにアルミビレット鋳造事業（素材部門）の製造及び販売を平成21年６月１日より１年間を目

処に一時的に休止した結果、売上高は、住宅建材部門で22億７千７百万円（前年同期28億８千２百万

円,△21.0％）、素材部門で７千８百万円（前年同期７億７千５百万円,△89.9％）となり、合計で23億

５千６百万円（前年同期36億５千８百万円,△35.6％）となりました。 

利益面につきましては、営業利益で８千９百万円（前年同期１億９千７百万円,△54.7％）、経常利

益で１億１千３百万円（前年同期２億１千４百万円,△47.4％）、四半期純利益は６千６百万円（前年

同期１億３千５百万円,△51.2％）となりました。 

  
  

資産合計は、前事業年度末に比べて1.0％増加し、90億６千１百万円となりました。 

これは、主に受取手形及び売掛金の１億５千３百万円減少いたしましたが、現金及び預金が１億２千

万円増加し、投資有価証券及び関係会社株式の評価が１億８千万円増加したことによるものでありま

す。 

負債合計は、前事業年度末に比べて4.1％減少し、19億４千４百万円となりました。 

これは、主に支払手形及び買掛金が１億１千３百万円減少したことによるものであります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べて2.4％増加し、71億１千７百万円となりました。 

これは、主に当第１四半期会計期間末のその他有価証券評価差額金が１億６千１百万円増加したこと

によるものであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは１億１千６百万円（前年同期△３千８百万円）、投資活動によ

るキャッシュ・フローは７千１百万円（前年同期△２千万円）、財務活動によるキャッシュ・フローは

△６千６百万円（前年同期△２千万円）となり、現金及び現金同等物は、14億１千５百万円となり、前

年同期に比し２億２千８百万円の増加となりました。 

引続き、総費用の抑制に努め収益力の強化を図る方針です。 

  
  

当第１四半期における売上高及び各収益は、平成21年５月13日発表の平成21年３月期決算短信に記載

しました22年３月期の業績予想に記載のとおりに概ね進捗しており、発表した業績予想に変更はありま

せん。 

  
  
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
２．棚卸資産の評価方法 

当第１四半期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、前会計年度末の実地棚卸高
を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
３．経過勘定項目の算定方法 

合理的な算出方法による概算額で計上する方法によっております。 

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前会計年度において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

 該当事項はありません。 
  

  

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

(2) 四半期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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,415,061 1,294,248

受取手形及び売掛金 2,319,653 2,472,766

商品及び製品 353,588 227,592

仕掛品 10,539 19,136

原材料及び貯蔵品 416,680 524,239

その他 320,740 231,597

貸倒引当金 △2,056 △2,157

流動資産合計 4,834,207 4,767,424

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,150,725 1,168,860

土地 1,495,482 1,495,482

その他（純額） 350,830 362,538

有形固定資産合計 2,997,038 3,026,881

無形固定資産 16,049 17,049

投資その他の資産   

投資有価証券 570,860 515,828

関係会社株式 517,820 392,758

その他 137,943 266,526

貸倒引当金 △12,532 △12,538

投資その他の資産合計 1,214,091 1,162,574

固定資産合計 4,227,179 4,206,506

資産合計 9,061,386 8,973,930

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,066,481 1,180,331

1年内返済予定の長期借入金 70,000 85,000

未払法人税等 50,762 70,102

賞与引当金 95,208 145,000

その他 343,796 212,088

流動負債合計 1,626,249 1,692,522

固定負債   

退職給付引当金 92,183 79,633

その他 225,849 254,421

固定負債合計 318,033 334,054

負債合計 1,944,283 2,026,577

アルメタックス㈱（5928）平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

-5-



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,160,418 2,160,418

資本剰余金 2,584,553 2,584,553

利益剰余金 2,492,947 2,484,284

自己株式 △104,684 △104,650

株主資本合計 7,133,235 7,124,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107,857 △53,263

土地再評価差額金 △123,990 △123,990

評価・換算差額等合計 △16,132 △177,253

純資産合計 7,117,103 6,947,352

負債純資産合計 9,061,386 8,973,930
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,658,611 2,356,401

売上原価 3,028,648 1,878,471

売上総利益 629,962 477,929

販売費及び一般管理費 432,537 388,514

営業利益 197,424 89,415

営業外収益   

受取利息 43 27

受取配当金 15,423 10,844

仕入割引 4,023 2,272

助成金収入 － 11,438

その他 2,915 1,161

営業外収益合計 22,405 25,744

営業外費用   

支払利息 1,178 368

売上割引 2,082 1,690

支払手数料 1,503 －

その他 248 17

営業外費用合計 5,013 2,077

経常利益 214,816 113,082

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,200 107

投資有価証券売却益 7,670 472

特別利益合計 13,870 579

特別損失   

固定資産除却損 107 50

特別損失合計 107 50

税引前四半期純利益 228,579 113,612

法人税、住民税及び事業税 112,700 44,500

法人税等調整額 △19,678 2,963

法人税等合計 93,022 47,463

四半期純利益 135,557 66,148
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 228,579 113,612

減価償却費 53,985 49,695

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,870 △107

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,365 △49,791

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,874 12,550

受取利息及び受取配当金 △15,467 △10,871

支払利息 1,178 368

有形固定資産除却損 107 50

投資有価証券売却損益（△は益） △7,670 △472

売上債権の増減額（△は増加） △348,477 159,498

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,147 △14,348

その他の流動資産の増減額（△は増加） △61,186 △64,299

仕入債務の増減額（△は減少） 31,504 △148,401

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,880 5,743

その他の流動負債の増減額（△は減少） 151,379 120,340

長期未払金の増減額（△は減少） △1,300 △4,250

その他 △5,028 △4,023

小計 43,272 165,292

利息及び配当金の受取額 15,467 10,871

利息の支払額 △580 △221

法人税等の支払額 △96,741 △59,816

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,582 116,126

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △29,417 △18,572

投資有価証券の売却による収入 9,725 89,502

関係会社株式の取得による支出 △1,883 △419

長期貸付金の回収による収入 411 221

その他の収入 282 270

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,882 71,000

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） 150,000 －

長期借入金の返済による支出 △15,000 △15,000

配当金の支払額 △63,220 △50,956

自己株式の取得による支出 △92,173 △34

リース債務の返済による支出 － △324

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,394 △66,315

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,858 120,812

現金及び現金同等物の期首残高 1,266,250 1,294,248
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,186,391 1,415,061
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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