
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期報告書提出予定日 平成24年８月９日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 26,279 13.7 133 △43.8 69 △62.3 △26 ―
24年３月期第１四半期 23,112 △9.5 236 △53.2 183 △58.5 142 △51.4

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △14百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 245百万円( 258.7％)

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

25年３月期第１四半期 △0.64 ―
24年３月期第１四半期 3.46 3.40

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 56,262 18,429 32.3
24年３月期 52,954 18,780 35.0

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 18,176百万円 24年３月期 18,528百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 4.00 ― 5.00 9.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 55,800 11.4 620 2.6 440 △11.9 160 △77.8 3.87
通期 122,100 19.1 2,220 84.2 1,830 74.9 1,040 1.1 25.18

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名）
ダイキ アルミニウム
インダストリー  
インドネシア

 、除外 ―社（社名）

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 43,629,235株 24年３月期 43,629,235株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 2,332,632株 24年３月期 2,332,576株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 41,296,617株 24年３月期１Ｑ 41,298,759株

※ 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。



  
（参考） 
平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

(％表示は、通期は対前期、四半期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 ： 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

第２四半期(累計) 43,200 11.1 520 79.3 470 63.5 280 △20.1 6.78
通期 91,200 12.6 1,490 70.5 1,480 50.3 900 6.5 21.79
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景に緩やかな回復が

見られました。一方で、欧州債務問題による世界経済の減速懸念や長引く円高による影響などにより、

依然として景気の先行きは不透明な状況で推移しました。 

こうした環境のもと、当社グループの大手需要先である自動車メーカーは回復基調にあるものの、需

要は当初予想を下回る状況で推移しました。 

この結果、当社グループの第１四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158億

３千８百万円（前年同期比10.0%増）、商品・原料他104億４千１百万円（前年同期比19.8%増）で、こ

れらを併せた売上高総額は262億７千９百万円（前年同期比13.7%増）となりました。 

収益面につきましては、アルミニウム市況の下落による製品及び原材料の在庫評価損を計上したこと

と当第１四半期から新規に連結となった子会社の業績が予想より下回ったことを受け、経常損益につき

ましては、６千９百万円の利益となり、税金等調整後の四半期純損益は２千６百万円の損失を計上する

こととなりました。 
  

① 流動資産  

当第１四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33億４千５百万円

増加し、419億３千５百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が26億６千６百万円増加し

たことによるものであります。  

② 固定資産  

当第１四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３千７百万円減少

し、143億２千７百万円となりました。これは主に新規の連結子会社の増加により有形固定資産が増加

しましたが、投資有価証券が減少したことによるものであります。 

③ 流動負債  

当第１四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24億３千９百万円

増加し、286億６千８百万円となりました。これは主に短期借入金の残高が16億８千７百万円増加した

ことと支払手形及び買掛金が４億８千２百万円増加したことによるものであります。 

④ 固定負債  

当第１四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12億２千万円増加

し、91億６千４百万円となりました。これは主に長期借入金が11億９千６百万円増加したことによるも

のであります。 

⑤ 純資産 

当第１四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３億５千万円減少し、184億

２千９百万円となりました。これは主に利益剰余金が４億４千２百万円減少したことによるものであり

ます。 
  

平成25年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては平成24年５月14日に

「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において公表いたしました第２四半期連結累計期間

及び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７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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当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動（新規１社）の詳細は以下の

とおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益へ

の影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

会社名 住所
資本金又は
出資金 
千RUPIAH

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合 
(％)

関係内容

ダイキ アルミニウム インダ
ストリー インドネシア

インドネシア国 
カラワン県

131,432,000
アルミニウム
二次合金

直接
100.0

当社よりアルミニウム屑を購入して
おります。なお、金融機関からの借
入に対して債務保証をしておりま
す。 
役員の兼任等……有

（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
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,096 2,442

受取手形及び売掛金 23,302 25,969

商品及び製品 6,229 6,946

仕掛品 104 102

原材料及び貯蔵品 5,469 5,743

繰延税金資産 119 224

その他 357 606

貸倒引当金 △91 △99

流動資産合計 38,589 41,935

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,002 9,498

減価償却累計額 △5,824 △5,916

建物及び構築物（純額） 3,178 3,582

機械装置及び運搬具 17,403 18,195

減価償却累計額 △15,118 △15,374

機械装置及び運搬具（純額） 2,284 2,821

工具、器具及び備品 909 940

減価償却累計額 △633 △651

工具、器具及び備品（純額） 276 288

土地 3,133 3,339

リース資産 237 280

減価償却累計額 △22 △30

リース資産（純額） 215 250

建設仮勘定 25 161

有形固定資産合計 9,113 10,444

無形固定資産

のれん 38 32

その他 94 94

無形固定資産合計 133 126

投資その他の資産

投資有価証券 3,876 2,582

長期貸付金 14 13

繰延税金資産 750 676

その他 629 649

貸倒引当金 △152 △165

投資その他の資産合計 5,117 3,755

固定資産合計 14,364 14,327

資産合計 52,954 56,262
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,037 6,520

1年内償還予定の社債 300 300

短期借入金 18,027 19,715

未払金 451 494

未払法人税等 94 75

未払消費税等 87 56

未払費用 856 1,149

役員賞与引当金 2 －

賞与引当金 181 79

その他 190 277

流動負債合計 26,229 28,668

固定負債

長期借入金 7,079 8,275

退職給付引当金 366 365

役員退職慰労引当金 24 25

資産除去債務 95 95

負ののれん 3 1

その他 375 400

固定負債合計 7,944 9,164

負債合計 34,173 37,833

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 4,549 4,107

自己株式 △784 △784

株主資本合計 18,964 18,521

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 343 191

繰延ヘッジ損益 29 24

為替換算調整勘定 △808 △561

その他の包括利益累計額合計 △435 △345

新株予約権 197 197

少数株主持分 54 56

純資産合計 18,780 18,429

負債純資産合計 52,954 56,262
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 23,112 26,279

売上原価 21,994 25,139

売上総利益 1,118 1,139

販売費及び一般管理費

運搬費 308 420

貸倒引当金繰入額 6 8

役員退職慰労引当金繰入額 1 1

賞与引当金繰入額 14 21

その他 550 554

販売費及び一般管理費合計 881 1,006

営業利益 236 133

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 27 27

持分法による投資利益 － 20

技術指導料 8 11

鉄屑売却益 18 29

その他 80 24

営業外収益合計 136 115

営業外費用

支払利息 112 125

手形売却損 0 0

休止固定資産減価償却費 27 12

持分法による投資損失 3 －

為替差損 9 27

その他 36 13

営業外費用合計 189 179

経常利益 183 69

特別利益

固定資産売却益 12 0

新株予約権戻入益 2 0

特別利益合計 15 0

特別損失

固定資産除売却損 6 3

投資有価証券評価損 － 5

その他 0 －

特別損失合計 7 9

税金等調整前四半期純利益 191 60

法人税、住民税及び事業税 17 63

法人税等調整額 31 24

法人税等合計 49 87

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

142 △27

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 142 △26
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

142 △27

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 27 △152

繰延ヘッジ損益 21 △4

為替換算調整勘定 47 130

持分法適用会社に対する持分相当額 6 39

その他の包括利益合計 103 13

四半期包括利益 245 △14

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 246 △15

少数株主に係る四半期包括利益 △0 1
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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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