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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 68,030 3.5 4,932 8.9 3,955 2.3 3,948 92.9
23年3月期第1四半期 65,755 18.8 4,528 ― 3,867 ― 2,046 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 5,376百万円 （179.5％） 23年3月期第1四半期 1,923百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 8.30 8.30
23年3月期第1四半期 4.73 4.73

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

24年3月期第1四半期 328,358 50,379 15.1 87.96
23年3月期 306,649 35,267 11.3 79.99
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  49,435百万円 23年3月期  34,559百万円

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  
 平成24年３月期の期末配当予想額につきましては、個別決算において繰越損失を解消できる見込みではありますが、先行きが依然不透明であることから、平
成23年５月13日に公表している予想から変更はなく、「未定」といたします。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― ― ―
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 125,000 △4.2 6,400 △25.3 5,300 △17.5 4,500 12.1 8.51
通期 255,000 △1.7 14,700 △5.7 12,500 9.0 11,000 53.0 19.82



(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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①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） 24年3月期1Q 562,038,867 株 23年3月期 432,038,867 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 46,620 株 23年3月期 45,315 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 475,325,821 株 23年3月期1Q 432,004,568 株



(参考)個別業績予想 
平成 24 年３月期の個別業績予想(平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日) 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 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        ％ 円   銭

第２四半期(累計) 98,000   △0.9 4,800   △12.4 5,200    13.0 9.84

通  期 174,000  △10.1 8,300    △0.2 9,400    48.0 16.93

(注)直近に公表されている個別業績予想からの修正の有無 ： 無 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）のわが国経済は、東日本大震災の影響によ

り急激に落ち込んだ企業の生産活動や個人消費は次第に持ち直しの動きが見られてきたものの、その水準は依然震

災前を下回っており、厳しい状況で推移いたしました。 

こうした状況の下、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績につきましては、震災の影響により自動車

用の需要が大きく落ち込んだものの、アルミ缶材や空調用銅管の需要が堅調に推移したこと等により、全体の販売

量は前年同期を上回り、連結売上高は68,030百万円（前年同期比3.5％増）となりました。損益面におきまして

も、販売量の増加やコスト構造改革の継続等により、営業利益は4,932百万円（前年同期比8.9％増）、経常利益は

3,955百万円（前年同期比2.3％増）と、いずれも増益となりました。また、四半期純利益については、投資有価証

券売却益を特別利益に計上したこと等により3,948百万円（前年同期比92.9％増）となり、資産除去債務会計基準

の適用に伴う影響額1,156百万円を特別損失に計上した前年同期と比較して大幅な好転となりました。 

セグメント別の状況については、以下のとおりであります。 

  

アルミ圧延品部門 

 主力分野である飲料缶向けが震災による不足分の補充や夏期の電力制限を想定した顧客の先行生産への対応等に

より堅調に推移したため、自動車用や電機・電子向けが震災の影響により大幅な減少となったものの、全体の販売

量はほぼ前年同期並の水準となりました。その結果、当第１四半期連結累計期間のアルミ圧延品部門の売上高は

45,565百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は5,091百万円（同3.3％減）となりました。 

  

伸銅品部門 

 当部門の主力である空調用銅管が、節電意識の高まりによる省エネエアコン向け需要の増加等により好調に推移

したことなどから、販売量が前年同期を上回ったため、当第１四半期連結累計期間の伸銅品部門の売上高は13,213

百万円（同20.6％増）、営業利益は540百万円（同142.0％増）となりました。 

  

加工品・関連事業部門 

 当部門の主力である工業製品及び建材製品の受注拡大に努め、また需要も建築関連を中心に前年同期と比較して

上向きであった結果、当第１四半期連結累計期間の加工品・関連事業部門の売上高は9,250百万円（同8.4％増）と

なり、営業利益は123百万円（前年同期は営業損失122百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、平成23年６月７日を払込期日とする公募増資（一般募集）による資金

調達を実施したことや、四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べて15,111百万円増加し、50,379百万

円となりました。 

本増資は、今後拡大する世界飲料缶市場に対するグローバル供給体制構築のため、５社共同出資による持株会社

を通じて米国アルミニウム板圧延品製造販売会社の全株式を取得するにあたり、当社出資分の資金調達に関して

様々な方法を検討した結果、資金の使途である株式取得が当社グループの成長戦略投資であること、また、財務基

盤の確立・強化が当社グループの今後の企業価値及び株主価値向上に資するものと考えたことから、実施したもの

であります。 

（株式取得の詳細については、（重要な後発事象）「米国アルミニウム板圧延品製造販売会社の株式取得完了」を

参照下さい。） 

 この結果、自己資本比率は11.3％から15.1％へ改善いたしました。 

総資産についても、上記増資を実施したことや、全体の販売量が堅調であったことに伴い売上債権及びたな卸資

産が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて21,708百万円増加し、328,358百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月13日に公表いたしました予想値から変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,114 15,650

受取手形及び売掛金 39,546 43,740

商品及び製品 13,786 14,969

仕掛品 16,158 18,603

原材料及び貯蔵品 6,791 7,639

その他 8,157 11,066

貸倒引当金 △49 △48

流動資産合計 92,504 111,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,128 25,313

機械装置及び運搬具（純額） 15,010 14,390

土地 96,167 96,277

その他（純額） 18,366 17,884

有形固定資産合計 154,673 153,865

無形固定資産 713 827

投資その他の資産   

投資有価証券 40,702 43,589

その他 18,469 18,848

貸倒引当金 △414 △393

投資その他の資産合計 58,757 62,043

固定資産合計 214,144 216,737

資産合計 306,649 328,358
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 59,938 68,670

1年内償還予定の新株予約権付社債 5 －

短期借入金 73,426 71,502

未払法人税等 1,497 337

賞与引当金 375 367

事業再編損失引当金 955 770

その他 13,621 13,716

流動負債合計 149,819 155,365

固定負債   

長期借入金 91,745 92,216

退職給付引当金 5,569 5,872

負ののれん 482 432

その他 23,764 24,091

固定負債合計 121,562 122,613

負債合計 271,381 277,978

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,966 27,742

資本剰余金 3,260 4,776

利益剰余金 12,768 19,976

自己株式 △4 △4

株主資本合計 38,989 52,490

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 288 227

繰延ヘッジ損益 △60 △256

土地再評価差額金 9,664 9,664

為替換算調整勘定 △14,322 △12,690

その他の包括利益累計額合計 △4,430 △3,054

少数株主持分 708 943

純資産合計 35,267 50,379

負債純資産合計 306,649 328,358
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 65,755 68,030

売上原価 55,639 57,663

売上総利益 10,116 10,366

販売費及び一般管理費 5,587 5,434

営業利益 4,528 4,932

営業外収益   

受取利息 61 97

受取配当金 57 61

為替差益 349 68

その他 492 220

営業外収益合計 961 447

営業外費用   

支払利息 1,097 952

その他 525 471

営業外費用合計 1,622 1,424

経常利益 3,867 3,955

特別利益   

投資有価証券売却益 31 513

負ののれん発生益 － 134

その他 18 4

特別利益合計 49 652

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,156 －

減損損失 － 134

固定資産除売却損 20 45

その他 218 30

特別損失合計 1,395 210

税金等調整前四半期純利益 2,521 4,397

法人税、住民税及び事業税 408 350

法人税等調整額 57 89

法人税等合計 466 440

少数株主損益調整前四半期純利益 2,055 3,957

少数株主利益 8 8

四半期純利益 2,046 3,948
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,055 3,957

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △853 △62

繰延ヘッジ損益 △419 △195

為替換算調整勘定 1,140 1,677

その他の包括利益合計 △132 1,419

四半期包括利益 1,923 5,376

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,920 5,324

少数株主に係る四半期包括利益 3 52
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 該当事項はありません。 

  

  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注)１．セグメント利益又は損失の調整額△838百万円には、たな卸資産の調整額△47百万円、セグメント間取引消去 

88百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△879百万円が含まれております。  

全社費用は、報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注)１．セグメント利益の調整額△823百万円には、たな卸資産の調整額△26百万円、セグメント間取引消去 

80百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△877百万円が含まれております。  

全社費用は、報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。  

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

   報告セグメント 
  

調整額 
(注)１  

  
四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２    
アルミ圧延品

部門 
伸銅品部門 

加工品・関連
事業部門 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  46,266  10,957  8,532  65,755  －  65,755

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 859  240  379  1,479  △1,479  －

計  47,125  11,198  8,911  67,235  △1,479  65,755

セグメント利益又は損失

(△) 
 5,266  223  △122  5,367  △838  4,528

   報告セグメント 
  

調整額 
(注)１  

  
四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２    
アルミ圧延品

部門 
伸銅品部門 

加工品・関連
事業部門 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  45,565  13,213  9,250  68,030  －  68,030

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 713  442  270  1,426  △1,426  －

計  46,279  13,655  9,521  69,456  △1,426  68,030

セグメント利益  5,091  540  123  5,755  △823  4,932
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 当社は、平成23年６月７日を払込期日とする公募増資（一般募集）を行いました。この結果、資本金が4,776百

万円、資本剰余金が4,776百万円増加しております。 

 また、平成23年６月29日開催の定時株主総会において、準備金の額の減少及び剰余金の処分について決議された

ことから、資本剰余金3,260百万円を繰越利益剰余金の欠損填補に充当しております。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末において、資本金が27,742百万円、資本剰余金が4,776百万円とな

っております。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 １．米国アルミニウム板圧延品製造販売会社の株式取得完了 

当社は、BP Company North America Inc.（本社：米国テキサス州ヒューストン、以下「BP」）の100％子会

社であるアルミニウム板圧延品製造販売会社ARCO Aluminum Inc.（本社：米国ケンタッキー州ルイビル、以下

「ARCO」）について、古河スカイ㈱（以下「古河スカイ」）、住友商事㈱（以下「住友商事」）、伊藤忠商事

㈱（以下「伊藤忠商事」）、伊藤忠メタルズ㈱（以下「伊藤忠メタルズ」）とともに、BPよりその全株式を6

億8千万米ドルで譲り受けることに合意し、平成23年４月４日に公表しましたが、平成23年８月１日付で予定

通り株式取得を完了しました。概要は以下のとおりであります。 

なお、ARCOは同日付で、名称をTri-Arrows Aluminum Inc.（以下「TAA」）に変更いたしました。 

  

（１）株式取得の理由 

TAAは、生産品種をアルミ缶材に特化した製造を行っている世界 大級のアルミニウム板圧延工場である

Logan Mill(非法人合弁事業)の資産の約45％持分、その運営会社であるLogan Aluminum Inc.（本社：米国

ケンタッキー州ラッセルビル）の60％出資持分を所有し、Novelis Corporation（本社：米国ジョージア州

アトランタ、以下「Novelis」）との合弁で事業を運営しています。TAAとNovelisはそれぞれ原材料をLogan 

Millに供給し、各々の製品を販売しています。 

本件により、当社はアルミ缶材ビジネスにおいて北米・中南米市場でのプレゼンスを獲得し、グローバル

マーケットにおける影響力を高めるべく、事業展開を推進してまいります。 

なお、各社の出資比率は、住友軽金属：40％、古河スカイ：35％、住友商事：20％、伊藤忠商事：２％、

伊藤忠メタルズ：３％です。 

  

（２）Tri-Arrows Aluminum Inc.（ARCO Aluminum Inc.）の概要 

社名：Tri-Arrows Aluminum Inc.（ARCO Aluminum Inc.） 

設立：1984年 

資本金：1,000米ドル 

事業内容：アルミニウム製品の製造および販売 

年間売上高：約9億米ドル（2010年） 

年間販売量：約30万トン（2010年） 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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 ２．第三者割当による新株式発行 

当社は、平成23年７月６日付で第三者割当により新株式を発行し、増資の払込みを受けました。概要は以下

のとおりであります。 

  

（１）発行する株式の種類及び数 

   普通株式        19,500,000株 

（２）発行価額        １株につき73.48円 

（３）発行価額の総額  1,432百万円 

（４）資本組入の総額   716百万円 

（５）割当先      ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

（６）資金の使途 

米国アルミニウム板圧延品製造販売会社であるARCO Aluminum Inc.（以下「ARCO」）の株式取得のため

に設立した共同持株会社ARROW Aluminum Holding Inc.への当社出資分に充当いたしました。 

なお、ARCOは８月１日付の株式取得完了に伴い、同日付で名称をTri-Arrows Aluminum Inc.（以下

「TAA」）に変更しております。 

（TAAの株式取得の詳細については、（重要な後発事象）「米国アルミニウム板圧延品製造販売会社の株

式取得完了」を参照下さい。） 
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