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

24年3月期第3四半期 78,581 0.1 870 △27.1 730 △18.9 781 1.6
23年3月期第3四半期 78,519 66.8 1,193 ― 900 ― 769 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 329百万円 （△30.3％） 23年3月期第3四半期 471百万円 （―％）

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3四半期 18.93 18.59
23年3月期第3四半期 18.63 18.29

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 57,050 18,274 31.6
23年3月期 51,715 18,111 34.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  18,021百万円 23年3月期  17,881百万円

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  
 

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 6.00 6.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 105,500 2.1 1,130 △25.4 890 △25.8 790 △22.7 19.13



(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、本四半期
決算短信（添付資料）P. 2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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3Q 43,629,235 株 23年3月期 43,629,235 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,332,144 株 23年3月期 2,330,453 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 41,298,270 株 23年3月期3Q 41,303,220 株



  
  

（参考） 
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、対前期増減率) 

   
（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 ： 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 83,200 △2.8 780 13.1 860 2.3 640 85.6 15.50
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による影響で急激な落ち込みを見ま

したが、サプライチェーンの復旧などから回復基調となり、個人消費や設備投資に持ち直しの兆しが出

てきました。一方で、円高や欧米を中心とした海外経済の減速、タイの洪水による影響などにより、景

気の先行きは依然として不透明な状況で推移しました。 

こうした環境のもと、東日本大震災の影響で、大手需要家である自動車メーカーの稼働調整がありま

したが、サプライチェーンの復旧とともに、急速な生産回復傾向となりました。当社グループは、第２

四半期に入り増産とはなりましたが、その後のタイの洪水等の影響で減産基調となり、当初に予定して

いた需要回復までには至らない状況で推移しました。 

この結果、当社グループの第３四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469億

９千７百万円（前年同期比11.0%減）、商品・原料他315億８千３百万円（前年同期比22.7%増）で、こ

れらを併せた売上高総額は785億８千１百万円（前年同期比0.1%増）となりました。 

収益面につきましては、東日本大震災の影響、タイの洪水の影響、円高による海外製品価格との競合

などもあり、経常損益につきましては、７億３千万円の利益（前年同期比18.9％減）となりました。ま

た、子会社の資産売却等により、税金等調整後の四半期純損益は７億８千１百万円（前年同期比1.6％

増）の利益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57億８千８百万円

増加し、432億２千３百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が48億５千１百万円増加し

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４億５千４百万円

減少し、138億２千７百万円となりました。これは主に生産設備等の投資額が６億１千５百万円に対

し、減価償却費の計上額が９億８百万円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47億１千８百万円

増加し、304億２千万円となりました。これは主に短期借入金の残高が37億１千４百万円増加したこと

と１年以内償還予定の社債が３億円増加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４億５千２百万円

増加し、83億５千５百万円となりました。これは主に長期借入金が７億７百万円増加し、１年以内償還

予定の社債が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１億６千３百万円増加し、

182億７千４百万円となりました。これは主に利益剰余金が５億９千４百万円増加したことと急激な円

高の進行による為替換算調整勘定が減少したことにより、その他の包括利益累計額が４億５千３百万円

減少したことによるものであります。 

  

平成24年３月期の通期の業績予想につきましては平成23年10月21日に「業績予想の修正に関するお知

らせ」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24年１月31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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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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。 

  

・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21

年12月４日）を適用しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,385 2,354

受取手形及び売掛金 21,930 26,781

商品及び製品 5,851 7,117

仕掛品 105 111

原材料及び貯蔵品 5,577 6,274

繰延税金資産 115 86

その他 510 601

貸倒引当金 △42 △104

流動資産合計 37,434 43,223

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,117 8,972

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,726 △5,774

建物及び構築物（純額） 3,391 3,197

機械装置及び運搬具 18,579 17,602

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,137 △15,310

機械装置及び運搬具（純額） 2,441 2,292

工具、器具及び備品 943 913

減価償却累計額及び減損損失累計額 △640 △625

工具、器具及び備品（純額） 303 287

土地 3,272 3,134

リース資産 17 119

減価償却累計額 △4 △15

リース資産（純額） 12 104

建設仮勘定 76 109

有形固定資産合計 9,497 9,125

無形固定資産

のれん 78 44

その他 100 98

無形固定資産合計 179 143

投資その他の資産

投資有価証券 3,095 3,021

長期貸付金 16 14

繰延税金資産 1,064 1,099

その他 717 574

貸倒引当金 △288 △151

投資その他の資産合計 4,604 4,558

固定資産合計 14,281 13,827

資産合計 51,715 57,050
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,169 7,815

短期借入金 16,708 20,423

1年内償還予定の社債 － 300

未払金 413 535

未払法人税等 47 66

未払消費税等 15 23

未払費用 899 963

役員賞与引当金 1 －

賞与引当金 195 95

その他 251 197

流動負債合計 25,701 30,420

固定負債

社債 300 －

長期借入金 6,877 7,585

退職給付引当金 397 367

役員退職慰労引当金 19 22

資産除去債務 93 94

負ののれん 15 4

その他 199 280

固定負債合計 7,902 8,355

負債合計 33,604 38,775

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 3,707 4,302

自己株式 △783 △784

株主資本合計 18,122 18,717

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 275 82

繰延ヘッジ損益 39 46

為替換算調整勘定 △555 △824

その他の包括利益累計額合計 △241 △695

新株予約権 200 197

少数株主持分 29 55

純資産合計 18,111 18,274

負債純資産合計 51,715 57,050
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 78,519 78,581

売上原価 74,467 74,893

売上総利益 4,051 3,687

販売費及び一般管理費

運搬費 1,218 1,133

貸倒引当金繰入額 27 4

役員退職慰労引当金繰入額 4 4

賞与引当金繰入額 26 21

その他 1,580 1,652

販売費及び一般管理費合計 2,857 2,817

営業利益 1,193 870

営業外収益

受取利息 7 5

受取配当金 31 50

持分法による投資利益 － 25

技術指導料 22 24

鉄屑売却益 61 57

その他 136 181

営業外収益合計 259 344

営業外費用

支払利息 397 354

持分法による投資損失 39 －

手形売却損 1 2

休止固定資産減価償却費 73 64

その他 39 63

営業外費用合計 552 484

経常利益 900 730

特別利益

固定資産売却益 3 240

投資有価証券売却益 98 －

新株予約権戻入益 － 3

特別利益合計 101 243

特別損失

固定資産除売却損 19 43

減損損失 200 －

投資有価証券評価損 － 5

関係会社整理損 56 －

役員退職慰労引当金繰入額 8 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 40 －

その他 － 0

特別損失合計 326 49

税金等調整前四半期純利益 676 924

法人税、住民税及び事業税 38 102

法人税等調整額 △138 35

法人税等合計 △100 138

少数株主損益調整前四半期純利益 776 786

少数株主利益 7 4

四半期純利益 769 781
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 776 786

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △133 △192

繰延ヘッジ損益 △36 7

為替換算調整勘定 △68 △254

持分法適用会社に対する持分相当額 △65 △17

その他の包括利益合計 △304 △457

四半期包括利益 471 329

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 464 328

少数株主に係る四半期包括利益 7 0
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 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）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

（５）重要な後発事象
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税効果会計に使用する法定実効税率の変更 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一

部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施す

るために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４

月１日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以

下のとおりとなります。 

平成24年３月31日まで 40.0% 

平成24年４月１日から平成27年３月31日 38.0%  

平成27年４月１日以降 35.0% 

この税率の変更により、繰延税金資産の純額が６千１百万円減少し、当第３四半期連結累計期間

に費用計上された法人税等の金額が６千３百万円増加しております。 

  

  

４．補足情報
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