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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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1四半期 2,470 △11.4 77 △48.1 90 △44.5 53 △43.3
24年3月期第1四半期 2,787 △0.7 149 △28.5 162 △29.5 94 △16.3

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1四半期 4.83 ―
24年3月期第1四半期 8.52 ―

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1四半期 9,513 7,537 79.2 683.41
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1四半期  7,537百万円 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 ―
25年3月期（予想） 5.00 ― 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、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) 5,300 △8.3 230 △32.6 250 △31.7 150 △27.7 13.60
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２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1Q 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1Q 883,926 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1Q 11,028,648 株 24年3月期1Q 11,029,440 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１四半期累計期間における当社の経営成績は、前年同期に震災対応で緊急を要した仮設住宅用建

材の生産は終了いたしましたが、当社の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

の受注は概ね計画どおり推移いたしました。 

その結果、売上高は、24億７千万円（前年同期27億８千７百万円,11.4％減）となりました。 

利益面につきましては、営業利益で７千７百万円（前年同期１億４千９百万円,48.1％減）、経常利

益で９千万円（前年同期１億６千２百万円,44.5％減）、四半期純利益は５千３百万円（前年同期９千

４百万円,43.3％減）となりました。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べて1.3％増加し、95億１千３百万円となりました。 

これは、前事業年度末に比べ現金及び預金が１億９千８百万円、当第１四半期会計期間末における関

係会社株式及び投資有価証券の評価が株式市場の下落により４千７百万円それぞれ減少いたしました

が、受取手形（電子記録債権含む）及び売掛金が２億５千万円、棚卸資産が５千５百万円、流動資産の

その他に含まれる前払費用が５千９百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べて8.7％増加し、19億７千６百万円となりました。 

これは、主に支払手形及び買掛金が１億２千５百万円増加したこと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0.4％減少し、75億３千７百万円となりました。 

これは、主にその他有価証券評価差額金が３千万円減少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。 

  

当第１四半期における売上高及び各収益は、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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当第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。 

当第１四半期累計期間においては該当がないため、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益への影

響はありません。 

  

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

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１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,297,972 2,099,925

受取手形及び売掛金 842,602 1,230,911

電子記録債権 1,191,028 1,053,091

商品及び製品 95,598 125,208

仕掛品 13,792 16,355

原材料及び貯蔵品 352,122 375,134

その他 178,752 277,298

貸倒引当金 △1,728 △1,941

流動資産合計 4,970,142 5,175,983

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,351,354 1,329,971

土地 1,494,526 1,494,526

その他（純額） 482,173 470,521

有形固定資産合計 3,328,054 3,295,019

無形固定資産 9,843 9,728

投資その他の資産

投資有価証券 538,552 524,551

関係会社株式 430,102 397,063

その他 119,204 118,943

貸倒引当金 △8,148 △8,148

投資その他の資産合計 1,079,711 1,032,410

固定資産合計 4,417,609 4,337,158

資産合計 9,387,751 9,513,142

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,008,697 1,134,174

未払法人税等 80,028 68,392

賞与引当金 150,000 93,533

その他 297,126 411,546

流動負債合計 1,535,851 1,707,647

固定負債

退職給付引当金 23,049 16,411

その他 259,215 252,063

固定負債合計 282,265 268,474

負債合計 1,818,117 1,976,122

アルメタックス㈱　（5928）　平成25年３月期　第１四半期決算短信[日本基準]（非連結）

-3-



（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30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 3,067,251

自己株式 △203,086 △203,106

株主資本合計 7,610,977 7,609,097

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 60,376 29,642

土地再評価差額金 △101,719 △101,719

評価・換算差額等合計 △41,343 △72,077

純資産合計 7,569,634 7,537,020

負債純資産合計 9,387,751 9,513,142
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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 2,787,258 2,470,325

売上原価 2,178,769 1,931,028

売上総利益 608,489 539,297

販売費及び一般管理費 458,878 461,622

営業利益 149,611 77,674

営業外収益

受取利息 13 8

受取配当金 10,018 10,575

仕入割引 2,157 1,863

その他 3,181 1,470

営業外収益合計 15,371 13,918

営業外費用

売上割引 2,812 1,566

その他 101 11

営業外費用合計 2,914 1,577

経常利益 162,068 90,015

特別損失

固定資産除却損 20 －

特別損失合計 20 －

税引前四半期純利益 162,048 90,015

法人税、住民税及び事業税 86,500 62,000

法人税等調整額 △18,472 △25,267

法人税等合計 68,027 36,732

四半期純利益 94,021 53,283
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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１四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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