
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 

   

平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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上 場 会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 5702 URL http://www.dik-net.com/

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山本  隆章
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理部長 (氏名) 小川 泰司 (TEL) 06-6444-2751

四半期報告書提出予定日 平成25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26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 30,159 14.8 614 361.8 557 707.1 282 ―
25年３月期第１四半期 26,279 13.7 133 △43.8 69 △62.3 △26 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 932百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △14百万円( ―％)

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

26年３月期第１四半期 6.84 6.72
25年３月期第１四半期 △0.64 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 63,543 19,681 30.6
25年３月期 57,304 18,873 32.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 19,447百万円 25年３月期 18,612百万円

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

25年３月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 3.00 ― 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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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) 63,100 20.7 1,150 137.1 1,040 176.3 670 398.5 16.22
通期 132,600 26.0 2,940 537.2 2,660 803.8 1,780 ― 43.10

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、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 ： 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

（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) 26年３月期１Ｑ 43,629,235株 25年３月期 43,629,235株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 2,199,840株 25年３月期 2,333,838株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 41,328,895株 25年３月期１Ｑ 41,296,617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
「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。



  
（参考） 
平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26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 ： 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) 44,900 12.0 710 92.6 720 71.3 440 94.6 10.65
通期 92,100 19.3 1,580 350.5 1,720 174.6 1,040 187.1 25.18
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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、新政権による経済対策、金融政策の効果により円

安・株高基調となり景気回復への期待感が高まりました。しかしながら、欧州債務問題の長期化や中国

をはじめ新興国の成長鈍化など世界経済に下振れ懸念があることから、依然として先行き不透明な状況

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の自動車生産は、前年対比で

は、緩やかな回復基調となりました。 

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191億

３千１百万円（前年同期比20.8%増）、商品・原料他110億２千８百万円（前年同期比5.6%増）で、これ

らを併せた売上高総額は301億５千９百万円（前年同期比14.8%増）となりました。 

収益面につきましては、製品と原料の価格差が改善されたことにより、経常損益は５億５千７百万円

の利益となり、四半期純損益は２億８千２百万円の利益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59億９千８百万円

増加し、480億４千８百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が48億９千９百万円増加し

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２億４千１百万円

増加し、154億９千５百万円となりました。これは主に生産設備等への投資として建物及び構築物、並

びに機械装置及び運搬具が増加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53億３千８百万円

増加し、371億３千８百万円となりました。これは主に短期借入金が52億９百万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９千２百万円増加

し、67億２千３百万円となりました。これは主に長期借入金が１億５千５百万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８億８百万円増加し、196億

８千１百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が２億８百万円増加したことと為替

換算調整勘定が４億４千６百万円増加したことによるものであります。 
  

平成26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25年５月14日に

「平成25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業績予想から変更はあり

ません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。 

  

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

（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

㈱大紀アルミニウム工業所(5702) 平成26年３月期 第１四半期決算短信

－3－



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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,675 2,106

受取手形及び売掛金 24,442 29,342

商品及び製品 6,836 8,143

仕掛品 118 130

原材料及び貯蔵品 7,060 7,207

繰延税金資産 72 163

その他 900 1,018

貸倒引当金 △56 △64

流動資産合計 42,050 48,048

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,860 10,044

減価償却累計額 △6,131 △6,224

建物及び構築物（純額） 3,728 3,819

機械装置及び運搬具 18,969 19,355

減価償却累計額 △15,864 △16,121

機械装置及び運搬具（純額） 3,105 3,234

工具、器具及び備品 1,047 1,060

減価償却累計額 △673 △687

工具、器具及び備品（純額） 373 373

土地 3,359 3,400

リース資産 340 362

減価償却累計額 △67 △83

リース資産（純額） 272 279

建設仮勘定 135 168

有形固定資産合計 10,975 11,276

無形固定資産

のれん 14 8

その他 90 88

無形固定資産合計 105 96

投資その他の資産

投資有価証券 3,154 3,380

長期貸付金 12 12

繰延税金資産 550 273

その他 629 652

貸倒引当金 △173 △195

投資その他の資産合計 4,173 4,123

固定資産合計 15,254 15,495

資産合計 57,304 63,543
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,289 7,074

短期借入金 22,613 27,822

未払金 403 493

未払法人税等 102 134

未払消費税等 73 12

未払費用 892 1,202

役員賞与引当金 1 －

賞与引当金 169 85

その他 255 312

流動負債合計 31,800 37,138

固定負債

長期借入金 5,725 5,881

退職給付引当金 365 336

役員退職慰労引当金 27 23

資産除去債務 97 97

その他 414 384

固定負債合計 6,630 6,723

負債合計 38,431 43,862

純資産の部

株主資本

資本金 6,346 6,346

資本剰余金 8,852 8,838

利益剰余金 3,910 4,069

自己株式 △784 △739

株主資本合計 18,324 18,514

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 585 794

繰延ヘッジ損益 63 52

為替換算調整勘定 △361 84

その他の包括利益累計額合計 288 932

新株予約権 196 165

少数株主持分 63 69

純資産合計 18,873 19,681

負債純資産合計 57,304 63,543
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

売上高 26,279 30,159

売上原価 25,139 28,460

売上総利益 1,139 1,698

販売費及び一般管理費

運搬費 420 477

貸倒引当金繰入額 8 7

役員退職慰労引当金繰入額 1 1

賞与引当金繰入額 21 23

その他 554 573

販売費及び一般管理費合計 1,006 1,084

営業利益 133 614

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 27 26

持分法による投資利益 20 －

技術指導料 11 10

鉄屑売却益 29 17

為替差益 － 9

その他 24 25

営業外収益合計 115 92

営業外費用

支払利息 125 123

手形売却損 0 0

休止固定資産減価償却費 12 0

持分法による投資損失 － 7

為替差損 27 －

その他 13 17

営業外費用合計 179 149

経常利益 69 557

特別利益

固定資産売却益 0 0

新株予約権戻入益 0 0

特別利益合計 0 1

特別損失

固定資産除売却損 3 16

投資有価証券評価損 5 5

割増退職金 － 14

特別損失合計 9 36

税金等調整前四半期純利益 60 523

法人税、住民税及び事業税 63 107

法人税等調整額 24 131

法人税等合計 87 238

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（△）

△27 284

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △26 282
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25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（△）

△27 284

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △152 208

繰延ヘッジ損益 △4 △10

為替換算調整勘定 130 457

持分法適用会社に対する持分相当額 39 △7

その他の包括利益合計 13 648

四半期包括利益 △14 932

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △15 927

少数株主に係る四半期包括利益 1 5
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）
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