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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 79,553 ― 2,341 ― 374 ― 93 ―
20年3月期第1四半期 84,005 △0.6 6,033 21.4 4,702 36.1 1,925 4.9

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

21年3月期第1四半期 0.25 0.23
20年3月期第1四半期 5.24 4.78

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

21年3月期第1四半期 372,739 52,463 13.2 142.90
20年3月期 374,503 57,108 14.2 145.33

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  49,060百万円 20年3月期  53,359百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 160,000 △4.9 5,000 △49.6 2,500 △69.3 1,000 △59.4 2.72
通期 330,000 0.7 13,000 △27.9 8,000 △39.8 4,000 △25.9 10.89

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  367,567,811株 20年3月期  367,567,811株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  435,764株 20年3月期  427,375株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  367,136,105株 20年3月期第1四半期  367,181,898株
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
1.連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における我が国経済は、原油をはじめとするエネルギー・資源価格の一
層の高騰による企業業績の悪化、個人消費の停滞などにより、景気が後退局面にあるこ
とが鮮明となり、先行き不透明感が極めて強くなっております。 

    このような状況のもと、当第１四半期の当社グループの業績につきましては、需要が
概ね堅調であったものの、前期において連結子会社の事業を譲渡したことなどにより、
売上高は 79,553 百万円（前年同期比 5.3%減）となりました。 

  損益面につきましては、エネルギー・資材価格等の高騰や、機械装置の法定耐用年数
短縮による減価償却費負担増加などのコストアップに加え、前第１四半期の営業利益及
び経常利益には棚卸資産の評価方法を後入先出法から総平均法に変更したことによる評
価益が 1,648 百万円含まれていたこともあり、当第１四半期は、営業利益 2,341 百万円
（同 61.2%減）、経常利益 374 百万円（同 92.0%減）、四半期純利益 93 百万円（同 95.1%
減）といずれも前年同期比で減益となりました。 
 
 
2.財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、為替変動の影響で投資有価証券が減少したことなどによ
り、前連結会計年度末に比べ 1,763 百万円減少し、372,739 百万円となりました。 
また、純資産は為替換算調整勘定の減少などにより、前連結会計年度末に比べて 4,644

百万円減少し、52,463 百万円となりました。 
 
 
3.業績予想に関する定性的情報 
  平成 21 年３月期の業績予想につきましては、平成 20 年５月 15 日に発表いたしました
予想に変更はありません。 
 
 
4.その他 
(1)期中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） 
  該当事項はありません。 
    
(2)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
①たな卸資産の評価方法 
   当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、

前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法に
よっています。 

 
②固定資産の減価償却費の算定方法 
    減価償却の方法として定率法を採用している場合に、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっています。 
  
(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続・表示方法等の変更 
 ①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）
を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表
を作成しております。 
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    ②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
   当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し、
連結決算上必要な修正を行っております。 

   これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽
微であります。 

 
(4)追加情報 

    当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を主として 12 年と 
しておりましたが、平成 20年度の法人税法改正を契機として利用状況の見直しを行い、
当第１四半期連結会計期間より主として７年に変更しております。 
この結果、従来の方法に比べ、営業利益が 574 百万円、経常利益及び税金等調整前四 

半期純利益がそれぞれ 577 百万円減少いたしました。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,446 8,012

受取手形及び売掛金 54,149 51,944

製品 15,538 16,985

原材料 12,392 13,891

仕掛品 32,269 29,516

その他 12,114 9,800

貸倒引当金 △63 △69

流動資産合計 132,847 130,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,478 27,427

機械装置及び運搬具（純額） 32,272 32,956

土地 110,462 110,582

その他（純額） 11,812 12,765

有形固定資産合計 182,025 183,732

無形固定資産 1,161 1,175

投資その他の資産   

投資有価証券 47,234 49,604

その他 10,138 10,568

貸倒引当金 △671 △661

投資その他の資産合計 56,701 59,511

固定資産合計 239,889 244,419

繰延資産 2 3

資産合計 372,739 374,503
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 89,354 84,491

1年内償還予定の社債 311 311

短期借入金 85,165 85,056

コマーシャル・ペーパー 2,000 3,000

未払法人税等 522 1,104

賞与引当金 621 428

その他 10,919 8,623

流動負債合計 188,895 183,016

固定負債   

社債 310 310

新株予約権付社債 15,000 15,000

長期借入金 90,619 92,900

退職給付引当金 4,140 4,124

負ののれん 330 366

その他 20,979 21,676

固定負債合計 131,380 134,378

負債合計 320,275 317,394

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,211 20,211

資本剰余金 5,902 5,902

利益剰余金 23,353 24,361

自己株式 △72 △71

株主資本合計 49,394 50,404

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,315 893

繰延ヘッジ損益 △1,407 △797

土地再評価差額金 9,821 9,821

為替換算調整勘定 △10,063 △6,962

評価・換算差額等合計 △333 2,955

少数株主持分 3,402 3,748

純資産合計 52,463 57,108

負債純資産合計 372,739 374,503

住友軽金属工業(株)(5738)　平成21年3月期第１四半期決算短信

-5-



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 79,553

売上原価 71,541

売上総利益 8,012

販売費及び一般管理費 5,670

営業利益 2,341

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 100

受取賃貸料 62

その他 105

営業外収益合計 283

営業外費用  

支払利息 1,230

為替差損 643

その他 377

営業外費用合計 2,250

経常利益 374

特別利益  

固定資産売却益 7

ゴルフ会員権売却益 8

その他 1

特別利益合計 17

特別損失  

固定資産除売却損 30

ゴルフ会員権評価損 21

海外子会社における過年度租税公課 51

その他 3

特別損失合計 106

税金等調整前四半期純利益 284

法人税、住民税及び事業税 456

法人税等調整額 △225

法人税等合計 230

少数株主損失（△） △39

四半期純利益 93
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用
しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成してお
ります。 
 
 
(3)継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
 
(4)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   該当事項はありません。 
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「参考資料」

 前四半期に係る財務諸表

 (要約)四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間(平成19年4月1日～6月30日)

(単位：百万円)

前年同四半期

    科　　　　目 (平成20年3月期

第１四半期）

金額

売    上    高 84,005  

売  上  原  価 72,370  

売　上　総　利　益 11,635  

販売費・一般管理費 5,602  

営   業   利   益 6,033  

営  業  外  収  益 531  

受 取 利 息 ・ 配 当 金 186  

そ の 他 の 収 益 344  

営  業  外  費  用 1,861  

支 払 利 息 1,250  

そ の 他 の 費 用 611  

経   常   利   益 4,702  

特   別   利   益 55  

特   別   損   失 805  

税金等調整前四半期純利益 3,952  

法人税、住民税及び事業税 1,556  

法 人 税 等 調 整 額 411  

少 数 株 主 損 益 59  

四 半 期 純 利 益 1,925  
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