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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 7,850 △6.7 410 △19.6 442 △18.5 235 △24.1
24年3月期第3四半期 8,410 △3.6 509 △19.3 542 △20.4 310 △17.7

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3四半期 21.38 ―
24年3月期第3四半期 28.18 ―

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

25年3月期第3四半期 9,733 7,757 79.7 703.41
24年3月期 9,387 7,569 80.6 686.36
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,757百万円 24年3月期  7,569百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成25年3月期の業績予想（平成24年4月1日～平成25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  ：  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

通期 11,000 3.3 530 5.9 550 1.9 330 9.1 29.92



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。  
   詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 11,912,515 株 24年3月期 11,912,515 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 884,151 株 24年3月期 883,837 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 11,028,509 株 24年3月期3Q 11,029,320 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及
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、添付資料２ページ「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３四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）における当社の経営成績

は、主力製品である新設戸建住宅用建材及びリフォーム用住宅建材の受注は第２四半期に引続き概ね計

画どおりに推移いたしました。また、第２四半期累計期間末に計上した一部有価証券の評価損は、第３

四半期末においてはその市場価額が上昇したことに伴い減少いたしました。 

その結果、売上高につきましては、78億５千万円（前年同期84億１千万円、6.7％減）となりまし

た。 

利益面につきましては、営業利益で４億１千万円（前年同期５億９百万円、19.6％減）、経常利益で

４億４千２百万円（前年同期５億４千２百万円、18.5％減）、四半期純利益は２億３千５百万円（前年

同期３億１千万円、24.1％減）となりました。 

なお、四半期における有価証券の評価方法は洗替え法を採用しており、平成25年３月期期末決算にお

いては、その期末日の時価等により評価損の計上額が変動する場合があります。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べて3.7％増加し、97億３千３百万円となりました。 

これは、主に棚卸資産が１億８百万円、受取手形及び売掛金（電子記録債権含む）が２億７千４百万

円それぞれ増加したこと、有形固定資産が減価償却の進捗等により４千２百万円減少したこと等による

ものであります。なお、当事業年度より営業外費用削減を目的として、一部客先からの入金条件を手形

期日前金利差引による現金入金から期日現金入金に変更いたしました。その結果、現金及び預金が６億

４千２百万円減少し受取手形及び売掛金が同額増加しております。 

負債合計は、前事業年度末に比べて8.7％増加し、19億７千５百万円となりました。 

これは、主に支払手形及び買掛金が２億５千３百万円増加したこと、未払法人税等の支払いにより３

千５百万円減少したこと等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2.5％増加し、77億５千７百万円となりました。 

これは、当第３四半期累計期間純利益２億３千５百万円の計上による増加、及び前期期末配当金並び

に当期中間配当金合わせて１億１千万円の支出による減少により、利益剰余金が１億２千５百万円増加

したこと、主に関係会社株式の市場価額が前期末市場価額に比べ上昇したことによりその他有価証券評

価差額金が６千２百万円増加したことによるものであります。 

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。 

  

通期業績予想については、平成24年５月10日発表の平成24年３月期決算短信に記載しました平成25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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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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 該当事項はありません。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、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。 

これによる当第３四半期累計期間における営業利益、経常利益、税引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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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）
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,297,972 1,602,714

受取手形及び売掛金 842,602 1,675,092

電子記録債権 1,191,028 1,275,498

商品及び製品 95,598 137,489

仕掛品 13,792 19,561

原材料及び貯蔵品 352,122 413,341

その他 178,752 170,894

貸倒引当金 △1,728 △2,510

流動資産合計 4,970,142 5,292,080

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,351,354 1,289,003

土地 1,494,526 1,494,526

その他（純額） 482,173 501,801

有形固定資産合計 3,328,054 3,285,331

無形固定資産 9,843 21,103

投資その他の資産

投資有価証券 538,552 523,337

関係会社株式 430,102 500,591

その他 119,204 118,731

貸倒引当金 △8,148 △8,148

投資その他の資産合計 1,079,711 1,134,512

固定資産合計 4,417,609 4,440,947

資産合計 9,387,751 9,733,028

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,008,697 1,262,649

未払法人税等 80,028 44,067

賞与引当金 150,000 95,014

その他 297,126 277,987

流動負債合計 1,535,851 1,679,718

固定負債

退職給付引当金 23,049 3,344

その他 259,215 292,461

固定負債合計 282,265 295,806

負債合計 1,818,117 1,975,525
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12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 2,584,533 2,584,533

利益剰余金 3,069,111 3,194,620

自己株式 △203,086 △203,157

株主資本合計 7,610,977 7,736,415

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 60,376 122,806

土地再評価差額金 △101,719 △101,719

評価・換算差額等合計 △41,343 21,086

純資産合計 7,569,634 7,757,502

負債純資産合計 9,387,751 9,733,028
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 8,410,281 7,850,886

売上原価 6,527,256 6,106,057

売上総利益 1,883,024 1,744,828

販売費及び一般管理費 1,373,041 1,334,756

営業利益 509,983 410,072

営業外収益

受取利息 211 225

受取配当金 20,826 23,188

仕入割引 6,556 6,293

その他 14,361 6,188

営業外収益合計 41,956 35,895

営業外費用

売上割引 9,019 3,663

その他 188 35

営業外費用合計 9,208 3,698

経常利益 542,731 442,268

特別損失

固定資産除却損 136 1,918

投資有価証券評価損 － 39,200

その他 － 1,209

特別損失合計 136 42,327

税引前四半期純利益 542,594 399,940

法人税、住民税及び事業税 154,000 133,500

法人税等調整額 77,820 30,645

法人税等合計 231,820 164,145

四半期純利益 310,773 235,795

アルメタックス㈱　（5928）　平成25年３月期　第３四半期決算短信[日本基準]（非連結）

-6-



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  
  
（開示の省略） 
セグメント情報、その他の注記事項等は、第３四半期決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため、開示を省略しております。 

  

  

（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
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