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  （百万円未満四捨五入）

（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３四半期  137,065 △6.2  3,558 △38.7  3,804  △31.0  2,077 △25.2

24年３月期第３四半期  146,177 △6.7  5,808 △37.8  5,510  △37.0  2,777 △59.7

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 3,233百万円（ ％） 202.7   24年３月期第３四半期 1,068百万円 （ ％） △82.3

  
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  9.15 －

24年３月期第３四半期  12.23 －

  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  209,951  73,250  34.6  319.49

24年３月期  212,998  71,179  33.1  310.82

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 72,553百万円   24年３月期 70,583百万円 

  
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  － 3.00 － 3.00  6.00

25年３月期  － 3.00 －   

25年３月期（予想）     3.00  6.00

（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）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  185,200  △4.5  6,000 △5.7  6,600  2.9  4,100  15.8  18.05

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  
  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、

添付資料Ｐ２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 227,100,000株 24年３月期 227,100,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 12,469株 24年３月期 12,273株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 227,087,590株 24年３月期３Ｑ 227,087,727株

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開始時点において、金融商品取

引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。

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、当社が発表日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、実際の業績等は経済情勢の変動等に伴うリスクや様々な不確定要因により大

きく異なる可能性があります。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の経済環境は、欧州の財政問題リスクは依然として残るものの、中国は景気減速感が

緩み、米国も緩やかな改善傾向にあります。一方、我が国経済は、上期好調であった国内自動車販売がエコカー補

助金の終了等により10月以降減少しております。電機・電子部品関連は低迷が続き、関連する設備投資の抑制や延

期が見られるなど依然として厳しい経営環境が続いております。 

 当社グループが属するアルミニウム圧延業の需要は、輸送材は増加したものの、デジタル家電の不調等を受けコ

ンデンサー用箔地が前年同期比で減少したことに加え、一般機械器具材や飲料用缶材も需要が減少したため、圧延

需要全体では、前年同期比で微減となりました。 

 当社の売上数量は、ＬＮＧ船用の厚板が需要急増に支えられ前年同期比大幅増となりましたが、主力の飲料用缶

材や箔地等が前年同期比で減少となったため、全体では前年同期比約２％の減少となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同期比 百万円の減少）、

営業利益は 百万円（前年同期比 百万円の減少）、経常利益は 百万円（前年同期比 百万円の減

少）、四半期純利益は 百万円（前年同期比 百万円の減少）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は 百万円（前連結会計年度末比 百万円の減少）とな

りました。このうち、流動資産合計については 百万円（前連結会計年度末比 百万円の減少）となりま

した。これは、主に現金及び預金が 百万円、たな卸資産が 百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が

百万円、短期貸付金が 百万円減少したこと等によるものです。また、固定資産合計については

百万円（前連結会計年度末比 百万円の増加）となりました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は 百万円（前連結会計年度末比 百万円の減少）とな

りました。これは、主に支払手形及び買掛金が 百万円、未払金が 百万円、未払費用が 百万円、退職給

付引当金が 百万円減少したこと等によるものです。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は 百万円（前連結会計年度末比 百万円の増加）と

なりました。これは、主に為替換算調整勘定が 百万円、繰延ヘッジ損益が 百万円増加したことに加え、第３

四半期連結累計期間における四半期純利益 百万円の計上と連結範囲の変更等による剰余金の増加203百万円、

及び配当金 百万円の支払により、利益剰余金が 百万円増加したこと等によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年11月１日に公表した連結業績予想から変更はありません。 

  

（注）連結業績予想につきましては、当社が発表日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、実際の業績等は経済情勢の変動等に伴うリスクや様々な不確定要因により大きく異なる可

   能性があります。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 特定子会社に該当する子会社の異動はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

137,065 9,112

3,558 2,250 3,804 1,707

2,077 700

209,951 3,047

96,984 5,687

753 1,758

5,027 3,201 112,967

2,639

136,701 5,118

2,601 648 629

1,000

73,250 2,071

627 475

2,077

1,363 918

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,619 8,371

受取手形及び売掛金 57,054 52,027

商品及び製品 4,412 5,756

仕掛品 8,801 9,406

原材料及び貯蔵品 9,173 8,980

繰延税金資産 1,452 744

短期貸付金 8,801 5,600

未収入金 4,906 4,679

その他 563 1,515

貸倒引当金 △109 △95

流動資産合計 102,670 96,984

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,541 20,321

機械装置及び運搬具（純額） 24,361 20,836

土地 36,332 37,371

建設仮勘定 2,230 6,816

その他（純額） 2,302 2,008

有形固定資産合計 85,766 87,353

無形固定資産   

のれん 445 298

ソフトウエア 1,024 1,229

その他 105 103

無形固定資産合計 1,574 1,631

投資その他の資産   

投資有価証券 14,851 16,140

長期前払費用 177 158

繰延税金資産 3,564 3,097

その他 4,412 4,604

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 22,987 23,983

固定資産合計 110,328 112,967

資産合計 212,998 209,951
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 37,401 34,800

電子記録債務 3,349 3,184

短期借入金 23,334 23,423

1年内償還予定の社債 182 133

1年内返済予定の長期借入金 8,791 13,751

リース債務 119 418

未払金 8,208 7,559

未払費用 8,453 7,823

未払法人税等 504 251

未払消費税等 141 37

その他 779 316

流動負債合計 91,261 91,696

固定負債   

社債 247 191

長期借入金 38,173 32,690

リース債務 83 1,149

退職給付引当金 9,540 8,540

役員退職慰労引当金 128 141

環境対策引当金 172 169

事業構造改善引当金 732 724

繰延税金負債 41 87

その他 1,442 1,314

固定負債合計 50,559 45,006

負債合計 141,819 136,701

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,528 16,528

資本剰余金 35,184 35,184

利益剰余金 20,267 21,185

自己株式 △2 △3

株主資本合計 71,978 72,895

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 180 129

繰延ヘッジ損益 △423 53

為替換算調整勘定 △1,151 △524

その他の包括利益累計額合計 △1,394 △343

少数株主持分 596 697

純資産合計 71,179 73,250

負債純資産合計 212,998 209,951
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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

売上高 146,177 137,065

売上原価 128,012 120,561

売上総利益 18,165 16,504

販売費及び一般管理費 12,357 12,946

営業利益 5,808 3,558

営業外収益   

持分法による投資利益 366 823

その他 318 372

営業外収益合計 684 1,195

営業外費用   

支払利息 826 777

その他 156 172

営業外費用合計 982 949

経常利益 5,510 3,804

特別利益   

固定資産売却益 8 8

その他 0 0

特別利益合計 8 8

特別損失   

固定資産除却損 91 46

投資有価証券評価損 200 －

出資金評価損 － 50

その他 47 16

特別損失合計 338 112

税金等調整前四半期純利益 5,180 3,699

法人税、住民税及び事業税 789 527

法人税等調整額 1,540 972

法人税等合計 2,330 1,499

少数株主損益調整前四半期純利益 2,850 2,200

少数株主利益 73 123

四半期純利益 2,777 2,077
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 2,850 2,200

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △68 △51

繰延ヘッジ損益 △813 367

為替換算調整勘定 △175 △122

持分法適用会社に対する持分相当額 △726 839

その他の包括利益合計 △1,782 1,032

四半期包括利益 1,068 3,233

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,024 3,112

少数株主に係る四半期包括利益 44 120
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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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