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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 27,620 △69.0 △1,580 ― △1,785 ― △2,038 ―

21年3月期第2四半期 88,974 ― 642 ― 314 ― 278 ―

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2四半期 △49.35 ―

21年3月期第2四半期 6.59 ―

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2四半期 42,768 16,441 37.9 392.93
21年3月期 48,753 17,971 36.8 434.45

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  16,230百万円 21年3月期  17,946百万円

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

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

21年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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 69,900 △47.6 70 ― △400 ― △770 ― △18.64
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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  無  

(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） 

(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 

 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 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2四半期 43,629,235株 21年3月期  43,629,235株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,322,581株 21年3月期  2,320,110株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 41,307,675株 21年3月期第2四半期 42,286,540株

－2－



（参考） 
平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22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 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 61,400 △43.3 620 ― 390 ― 80 ― 1.94
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当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)におけるわが国経済は、企業

収益が大幅に悪化し、失業率が過去最悪を更新するなど、雇用・所得環境は一段と厳しさを増しておりま

すが、内外の在庫調整の進展や対外経済環境の改善、大規模な景気対策等により輸出や生産、個人消費に

持ち直しの動きが見られる状況となりました。  

 こうした環境のもと、エコカー減税・補助金の効果で、大手需要家である自動車メーカーにおいて在庫

調整が進んだことにより、当社グループは、需要が若干の回復基調になったものの、依然として厳しい状

況で推移しました。 

 この結果、当社グループの第２四半期連結売上高につきましては、アルミニウム二次合金地金197億４

千７百万円(前年同期比70.2％減)、商品・原料他78億７千３百万円(前年同期比65.4％減)で、これらを併

せた売上高総額は276億２千万円(前年同期比69.0％減)となりました。なお、当社の生産実績につきまし

ては、アルミニウム二次合金地金150億９千万円(前年同期比68.6％減)となりました。また、当社のアル

ミニウム二次合金地金の販売数量につきましては、９万トンと前年同期に比べ42.8％減となりました。 

 収益面につきましては、第１四半期には経済停滞によるスクラップ発生の急減により、原料価格が上昇

したのに対し、製品への価格是正が遅れた影響で、製品と原料の価格差が圧縮されましたが、第２四半期

に入ると、販売数量の回復により収益が改善の兆しを見せる状況となりました。しかしながら連結収益と

しましては、連結子会社の平成21年１月１日から平成21年６月30日の業績結果の反映により損失が増加し

たことで、経常損益につきましては、17億８千５百万円の損失となり、税金等調整後の四半期純損益は20

億３千８百万円の損失を計上することとなりました。 

  

(1) 流動資産  
当第２四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52億８千２百万円減
少し、267億１千８百万円となりました。これは主に借入金の返済等により現金及び預金が減少したこと
によるものであります。  
(2) 固定資産  
当第２四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７億２百万円減少
し、160億４千９百万円となりました。これは主に生産設備等の減価償却費の計上額10億２百万円とその
他有価証券の四半期末時価評価等による増加額２億８千１百万円等によるものであります。 
(3) 流動負債  
当第２四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27億５千１百万円減
少し、187億５千６百万円となりました。これは主に短期借入金の残高が36億６千５百万円減少したこと
によるものであります。 
(4) 固定負債  
当第２四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17億３百万円減少
し、75億７千万円となりました。これは主に長期借入金の残高が７億８千２百万円減少したことと社債の
うち１年内償還予定の社債を流動負債に振替を行ったことによるものであります。 
(5) 純資産 
当第２四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15億３千万円減少し、164億４
千１百万円となりました。これは主に利益剰余金が20億３千８百万円減少したことによるものでありま
す。 

  

【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
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業績予想につきましては、平成21年７月30日に「平成22年３月期 第１四半期決算短信」において公表
いたしました通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年11月10日）発表
しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

㈱大紀アルミニウム工業所(5702) 平成22年３月期 第２四半期決算短信

－5－



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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 3,049 8,174 
受取手形及び売掛金 13,690 13,098 
商品及び製品 3,958 4,837 
仕掛品 104 145 
原材料及び貯蔵品 5,150 4,528 
繰延税金資産 199 335 
その他 611 946 
貸倒引当金 △45 △64 

流動資産合計 26,718 32,001 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 9,250 9,193 
減価償却累計額 △5,411 △5,231 

建物及び構築物（純額） 3,839 3,962 
機械装置及び運搬具 19,989 19,865 
減価償却累計額 △15,782 △15,020 

機械装置及び運搬具（純額） 4,206 4,844 
工具、器具及び備品 1,274 1,262 
減価償却累計額 △820 △775 

工具、器具及び備品（純額） 453 487 
土地 3,261 3,248 
リース資産 1 1 
減価償却累計額 △0 △0 

リース資産（純額） 1 1 

建設仮勘定 18 36 
有形固定資産合計 11,782 12,581 

無形固定資産   
のれん 157 171 
その他 113 122 
無形固定資産合計 271 293 

投資その他の資産   
投資有価証券 2,747 2,465 
長期貸付金 16 16 
繰延税金資産 767 854 
その他 774 763 
貸倒引当金 △309 △223 

投資その他の資産合計 3,996 3,877 

固定資産合計 16,049 16,752 

資産合計 42,768 48,753 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 3,728 2,961 
短期借入金 13,079 16,745 
1年内償還予定の社債 600 － 
未払金 284 324 
未払法人税等 86 186 
未払消費税等 5 322 
未払費用 705 597 
賞与引当金 178 97 
その他 86 273 
流動負債合計 18,756 21,508 

固定負債   
社債 1,800 2,400 
長期借入金 5,037 5,819 
退職給付引当金 485 505 
役員退職慰労引当金 13 493 
負ののれん 43 52 
その他 191 2 
固定負債合計 7,570 9,273 

負債合計 26,326 30,781 
純資産の部   
株主資本   
資本金 6,346 6,346 
資本剰余金 8,852 8,852 
利益剰余金 1,667 3,706 
自己株式 △781 △781 

株主資本合計 16,084 18,123 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 421 235 
繰延ヘッジ損益 12 56 
為替換算調整勘定 △287 △468 

評価・換算差額等合計 146 △176 

新株予約権 189 5 
少数株主持分 20 19 
純資産合計 16,441 17,971 

負債純資産合計 42,768 48,753 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 88,974 27,620 
売上原価 86,193 27,595 
売上総利益 2,780 25 

販売費及び一般管理費   
運搬費 942 603 
貸倒引当金繰入額 58 49 
役員賞与引当金繰入額 14 － 
役員退職慰労引当金繰入額 19 12 
賞与引当金繰入額 48 42 
その他 1,053 898 
販売費及び一般管理費合計 2,137 1,606 

営業利益又は営業損失（△） 642 △1,580 

営業外収益   
受取利息 3 3 
受取配当金 32 17 
持分法による投資利益 58 － 
技術指導料 54 15 
鉄屑売却益 111 18 
その他 94 64 
営業外収益合計 355 119 

営業外費用   
支払利息 561 216 
手形売却損 54 0 
休止固定資産減価償却費 － 57 
その他 68 48 
営業外費用合計 683 323 

経常利益又は経常損失（△） 314 △1,785 

特別利益   
固定資産売却益 277 0 
特別利益合計 277 0 

特別損失   
固定資産除売却損 51 22 
割増退職金 － 17 
訴訟関連損失 12 － 

特別損失合計 64 40 
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 527 △1,824 

法人税、住民税及び事業税 225 27 
法人税等調整額 △16 201 
法人税等合計 209 228 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 39 △14 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 278 △2,038 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△） 527 △1,824 

減価償却費 1,204 1,002 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △42 △20 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 △480 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 58 45 
受取利息及び受取配当金 △36 △21 
支払利息 561 216 
持分法による投資損益（△は益） △58 － 
有形固定資産売却損益（△は益） △251 3 
売上債権の増減額（△は増加） 2,028 △443 
たな卸資産の増減額（△は増加） △123 512 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,274 720 
その他 △512 217 

小計 2,078 △70 

利息及び配当金の受取額 36 21 
利息の支払額 △532 △230 
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 194 152 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,777 △127 

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 △671 △318 
有形固定資産の売却による収入 220 5 
投資有価証券の取得による支出 △345 △44 
子会社株式の取得による支出 △828 － 
短期貸付けによる支出 － 0 
短期貸付金の回収による収入 51 1 
その他 △30 113 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,603 △244 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入れによる収入 10,466 8,258 
短期借入金の返済による支出 △9,491 △12,224 
長期借入れによる収入 850 500 
長期借入金の返済による支出 △1,299 △1,319 
自己株式の純増減額（△は増加） 1 △0 
配当金の支払額 △253 － 
少数株主への配当金の支払額 △0 － 
その他 － △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 273 △4,787 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115 85 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 332 △5,073 

現金及び現金同等物の期首残高 1,881 8,101 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,213 3,028 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 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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