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第一部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載して
いない。 

    ２．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれていない。 
    ３．第65期第２四半期連結会計期間並びに第66期第２四半期連結会計期間、第66期第２四半期連結累計期間及び

第65期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株
当たり四半期（当期）純損失であるため記載していない。 

  

回次 
第65期 

前第２四半期 
連結累計期間 

第66期 
当第２四半期 
連結累計期間 

第65期 
前第２四半期 
連結会計期間 

第66期 
当第２四半期 
連結会計期間 

第65期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 
至平成20年 
９月30日 

自平成21年 
４月１日 
至平成21年 
９月30日 

自平成20年 
７月１日 
至平成20年 
９月30日 

自平成21年 
７月１日 
至平成21年 
９月30日 

自平成20年 
４月１日 
至平成21年 
３月31日 

売上高（百万円）  157,807  112,164  78,253  56,818  278,189

経常利益又は経常損失(△)（百万
円） 

 1,573  △1,030  1,197  1,710  △14,299

四半期純利益又は四半期（当期）
純損失(△)（百万円） 

 6  △9,068  △87  △6,163  △18,143

純資産額（百万円） － －  52,000  24,410  18,934

総資産額（百万円） － －  374,525  319,422  321,330

１株当たり純資産額（円） － －  138.38  53.95  48.83

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期（当期）純損失
金額(△)（円） 

 0.01  △23.85  △0.23  △15.66  △49.42

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円） 

 0.01  －  ―  ―  －

自己資本比率（％） － －  13.6  7.3  5.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 10,962  5,998 － －  351

投資活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 △6,051  △5,630 － －  △10,948

財務活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 △5,981  651 － －  12,230

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高（百万円） 

－ －  6,571  10,455  9,093

従業員数（人） － －  4,544  4,748  4,846
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 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。 

  
  
  
  

 当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 
なお、平成21年10月１日に、関係会社を含めた「グループの事業再編」を実施している。 
その概要は、「第４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)事業上及び財務上の対処すべ
き課題」に記載のとおりである。  

  
  
  
  

２【事業の内容】 

３【関係会社の状況】 

４【従業員の状況】 
(1）連結会社の状況 

  
(2）提出会社の状況 

  

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 4,748      

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 2,422      
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第２【事業の状況】 
１【生産、受注及び販売の状況】 
(1）生産実績 
 当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりである。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれていない。 

  
(2）受注状況 
 当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりである。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれていない。 

  
(3）販売実績 
 当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれていない。 
２ 当社グループの製品の販売価格は、概ね原材料であるアルミ・銅の地金価格と連動する値決め方法となって
おり、前年同四半期比では、地金価格の下落により販売単価が下落している。 

３ 前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実
績の総販売実績に対する割合は次のとおりである。  

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれていない。  

事業部門 金額（百万円） 前年同四半期比（％） 

アルミ圧延品部門  29,720  △27.9

伸銅品部門  8,398  △42.1

加工品部門他  6,054  △19.3

合計  44,174  △30.1

事業部門 受注高 
（百万円） 

前年同四半期比 
（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同四半期比 
（％） 

アルミ圧延品部門  34,770  △25.7  22,286  △41.6

伸銅品部門  9,186  △42.9  4,501  △41.1

加工品部門他  6,113  △34.2  4,657  △34.9

合計  50,069  △30.6  31,444  △40.7

事業部門 金額（百万円） 前年同四半期比（％） 

アルミ圧延品部門  31,706  △28.2

伸銅品部門  11,034  △32.5

加工品部門他  14,077  △20.6

合計  56,818  △27.4

  
前第２四半期連結会計期間  

   （自 平成20年７月１日 
    至 平成20年９月30日）  

当第２四半期連結会計期間 
   （自 平成21年７月１日  
    至 平成21年９月30日）  

  金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

住友商事㈱  15,652  20.0  12,585  22.2
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 当第２四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変
更があった事項は、次のとおりです。 
 なお、文中の将来に関する事項は四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。 
  
 当第１四半期連結会計期間より重要な変更があった事項  
商品市況価格の変動 
 当社グループの事業活動において、主要原材料であるアルミ地金及び銅地金の購入価格は、概ね販売価格に転嫁で
きております。しかしながら、原価計算の方法として総平均法を採用しているため、短期間に大幅に商品市況価格が
変動した場合は、棚卸資産の評価損が発生する他、販売価格のベースとなる価格と棚卸資産の払出し価格との乖離が
大きくなり、期間損益及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
 また、委託加工により生産されたアルミ地金を販売する豪州子会社は、商品市況価格で販売するため、市況価格の
変動により、損益及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
  
  

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。 

  
  

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した
ものです。 

  
(1）業績の状況 
 当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、昨年秋以降の急激な景気後退は底を打ち、僅かながら持ち直しの動
きが見られたものの、設備投資は企業収益の落ち込みにより低水準に留まり、個人消費も雇用・所得情勢の悪化を
背景として低調に推移いたしました。 
 こうした状況の下、当第２四半期連結会計期間の当社グループの業績については、景気悪化により販売数量が急
減した分野の多くにおいて需要は回復してきたものの、全体としては、前年同期と比較するといずれの部門でも販
売数量は減少しました。加えて、昨年度後半以降の原材料価格急落に伴う販売価格の下落による影響もあり、当第
２四半期連結会計期間の売上高は、56,818百万円（前年同期比27.4％減）となりました。  
 損益面については、販売数量の大幅な減少による損益悪化への対策として、今年度に入りましてからより一層の
人件費並びに経費の削減等の施策を実施していることによるコストダウンを主因として、営業利益1,998百万円
（前年同期比10.3％増）、経常利益1,710百万円（前年同期比42.9％増）と、いずれも前年同期を上回りました。
一方、四半期純損益については、当社グループのアルミ押出素材・部材加工事業及びアルミ加工品事業の再編に伴
う設備の減損損失や資産の処分等の事業再編損を計上したことなどにより、6,163百万円の純損失となりました。 

 なお、当連結グループはアルミ・銅等の非鉄金属及びその合金の圧延品並びに加工品の製造・販売を行ってお
り、単一セグメントとなっております。 
  
 所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 
日本 
 景気の悪化による需要の減少により、売上高は50,724百万円と対前年同期比30.4％の減少となりました。一
方、販売数量の大幅な減少による損益悪化への対策として実施している人件費並びに経費の削減等の施策による
コストダウン等により、営業利益は2,305百万円と対前年同期比74.6％の増益となりました。 

  
豪州 
 商品市況の下落及び為替レートの変動を主因として、売上高は1,168百万円と対前年同期比13.9％の減少とな
り、営業損益は321百万円の損失となりました。 

  
その他の地域 
 需要は減少したものの、前連結会計年度末に連結子会社が４社増加したことにより、売上高は4,926百万円と
対前年同期比23.8％の増加となりました。しかしながら、営業損益は需要の減少により、55百万円の損失となり
ました。 

２【事業等のリスク】 

３【経営上の重要な契約等】 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 
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(2）キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間末に
比べ、4,818百万円増加し、10,455百万円となりました。 
 当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
(a）営業活動によるキャッシュ・フロー 
 営業活動の結果により得られた資金は、棚卸資産の減少などにより、前第２四半期連結会計期間より1,040百
万円増加し、7,220百万円となりました。 

  
(b）投資活動によるキャッシュ・フロー 
 投資活動の結果、使用した資金は、前第２四半期連結会計期間より1,448百万円減少し、2,826百万円となりま
した。これは、前第２四半期連結会計期間において、子会社株式の取得による支出が2,118百万円含まれていた
ことが主な要因です。 

  
(c）財務活動によるキャッシュ・フロー 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結会計期間は借入金の返済等により1,718百万円を使
用しましたが、当第２四半期連結会計期間は、第三者割当増資の払込みを受けたことなどにより、262百万円の
調達となりました。 

  
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題   
  当社は平成21年９月２日開催の取締役会において、「グループの事業再編」の概要を決議致しました。 
  その内容は、以下のとおりです。 
  ①アルミ押出素材・部材加工事業の再編  
  当社の押出素材の生産拠点である千葉製作所の操業を平成22年３月に停止し、当社名古屋製造所、グループ
 の群馬アルミニウム株式会社及び株式会社日本アルミ安城製造所へ、順次生産を移管・集約いたします。   
 また、当社のアルミ押出営業部門と名古屋製造所押出製造部門をそれぞれ分社化し、事業統括兼販売会社「株
 式会社住軽テクノ」及び製造会社「株式会社住軽テクノ名古屋」を設立、統括会社「株式会社住軽テクノ」の
 傘下に群馬アルミニウム株式会社、株式会社日本アルミ安城製造所、テイネン工業株式会社、SUMIKEI CZECH 
 S.R.Oを加えてグループのアルミ押出素材・部材加工事業を統合いたします。  
  
  〔アルミ押出事業再編スケジュール〕  

  平成21年10月    千葉製作所からの生産移管開始 

  平成22年３月    千葉製作所の操業停止 

  平成22年４月１日  新体制での営業開始 

  

    ②アルミ加工品事業の再編  

 すでに平成21年７月31日に、株式交換を実施し、日本アルミを完全子会社化しましたが、10月１日に住友軽 

金属グループのアルミ加工品事業の再構築を実施致しました。 

 現在の日本アルミを分割し、アルミ加工品事業統括会社として(新)株式会社日本アルミを、製造会社として

株式会社日本アルミ滋賀製造所、株式会社日本アルミ安城製造所の３社を設立いたしました。 

 アルミハニカム及びアルミ溶接構造物を主力製品とする住軽エンジニアリング株式会社を(新)株式会社日本

アルミの傘下におき、アルミ加工品事業統括会社である(新)株式会社日本アルミを中心としてアルミ加工品事

業を統合いたしました。 

 なお、(現)株式会社日本アルミは会社分割後平成21年10月１日に解散し、平成22年３月末までに清算する予

定です。 

  

  〔アルミ加工品事業再編スケジュール〕 

   平成21年７月31日  当社は株式交換により株式会社日本アルミを100％子会社化  

   平成21年10月１日  株式会社日本アルミを会社分割（(現)株式会社日本アルミ解散） 

             当社所有の住軽エンジニアリング株式会社株式を(新)株式会社日本アルミへ譲渡 

             新体制での営業開始 

   平成22年３月末   (現)株式会社日本アルミ清算  

  

 上記「グループの事業再編」に伴い、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間において、

7,107百万円の事業再編損を特別損失として計上しております。その主な内訳は、「第５経理の状況 １四半期連

結財務諸表 注記事項 四半期連結損益計算書関係」に記載のとおりです。 
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  上記のとおり、アルミ押出素材・部材加工事業については、生産拠点の集約と株式会社住軽テクノを中心とし
た事業統合等によって事業の一元管理体制を構築し、グループの営業体制や製品開発機能、品質保証体制等の強
化等を推進してまいる所存です。また、アルミ加工品事業については、株式会社日本アルミを中心とした事業統
合により、最適生産地での効率的な製造や営業・技術情報の共有化など、競争力の強化を図ってまいります。こ
れらによりまして、当社グループは、現下の需要水準でも安定して収益を確保できるよう、より強固な事業基盤
の構築を目指してまいります。 

  
(4) 研究開発活動  
  当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、518百万円となりました。 
  なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について   
 原材料価格の変動 
 当社グループでは、主要原材料であるアルミ地金・銅地金の価格変動については、概ね製品販売価格に転嫁で
きておりますが、原価計算の方法として総平均法を採用しているため、昨年秋以降の経済危機に伴う原材料価格
の大幅な下落により、足元の価格と帳簿価額の乖離が発生いたしました。価格の乖離は徐々に縮小してきており
ますが、原材料相場の動向が期間損益に影響を与える要因となっております。 
  
(6) 資金状況についての分析 
 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間末に
比べ、4,818百万円増加し、10,455百万円となりました。 
 また、社債、借入金及びコマーシャル・ペーパーについては圧縮に努めた結果、第１四半期連結会計期間末か
ら、5,281百万円減少しました。 
  
(7) 中長期的な経営戦略 
 当社は、平成19年３月に策定した、「2010年計画」を見直し、新中期経営計画を策定しております。 
  

＜新中期経営計画策定の骨子＞        

  
 今後とも、関係会社を含めた住友軽金属グループ全体として、企業の体質強化に努め、より強固な経営基盤の確
立を目指す所存です。 

 １.コスト構造改革 
  ①70%操業でも利益を出せるコスト構造の構築 
  ②財務体質の早急な強化 
 ２.縮小経済下での成長戦略 
  ①成長分野への取組強化 
  ②新たな海外展開の検討 
 ３.「2010年計画」基本方針の完遂 
  ①技術開発力の強化  
  ②重点事業ユニットの強化 
  ③内部統制・コンプライアンスの強化・確立  
  ④更なる有利子負債の削減 
  ⑤グループ経営資源の有効活用と再構築  
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 
 当第２四半期連結連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  
(2）設備の新設、除却等の計画 
 平成21年９月２日開催の取締役会において、「グループ事業再編」を決議し、平成22年３月をもって当社千葉製
作所の操業を停止する予定である。 
 千葉製作所の概要は次のとおりである。 

事業所名 
(所在地) 事業の部門 設備の内容 

帳簿価額(百万円) 
従業員数 
(人) 建物 

及び構築物 
機械装置 
及び運搬具 

土地 
(面積㎡) その他 合計 

千葉製作所 
(千葉県柏市) 

アルミ圧延品
部門 

アルミ圧延品
生産設備  1,122  4

 11,392
(109,834)

 370  12,889  175
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①【株式の総数】 

  
②【発行済株式】 

   (注)  提出日現在の発行数には、平成21年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 
     発行された株式数は、含まれていない。  

  

第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  960,000,000

計  960,000,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成21年11月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 
 (注)  

 432,038,867  432,038,867

東京証券取引所 
市場第１部 
大阪証券取引所 
市場第１部 

単元株式数 
1,000株  

計  432,038,867  432,038,867 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】 
 旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。 
  平成18年４月７日取締役会決議 
  2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 

  （注）   本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の金額の償還に代えて、当該本新株 
      予約権の行使に際して払込をなすべき額の金額の払込とする請求があったものとみなす。  

  

  第２四半期会計期間末現在 
（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個）   1

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―

新株予約権の目的となる株式の種類                     普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  14,792

新株予約権の行使時の払込金額（円）  5,000,000

新株予約権の行使期間 
        平成18年５月８日～ 
        平成23年４月11日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

        発行価格                
        資本組入額              

338
169

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項         該当なし 

代用払込みに関する事項         該当なし 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項         該当なし 

新株予約権付社債の残高（百万円）  5
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 該当事項なし。 

  

 (注)１ 株式交換による増加である。 
 (注)２ 有償第三者割当 
     発行価格       95円 
     資本組入額     47.5円 
     払込金総額   5,510百万円  
     主な割当先   住友商事株式会社、株式会社三井住友銀行、他５社。 
  
  
  

（３）【ライツプランの内容】 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成21年７月31日 
(注)１  

 6,471,056  374,038,867  ―  20,211  470  470

 平成21年９月17日 
(注)２  

 58,000,000  432,038,867  2,755  22,966  2,755  3,225

（５）【大株主の状況】 

  

  
  

  平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

 住友金属工業株式会社  大阪市中央区北浜４－５－33  54,179  12.54

 住友商事株式会社  東京都中央区晴海１－８－11  31,609  7.32

 株式会社三井住友銀行  東京都千代田区有楽町１－１－２  21,187  4.90

 住友信託銀行株式会社  大阪市中央区北浜４－５－33  15,358  3.55

 住友生命保険相互会社  東京都中央区築地７－18－24  10,408  2.41

 三井住友海上火災保険株式会社  東京都中央区新川２－27－２  9,786  2.27

 住友軽金属共栄会  東京都港区新橋５－11－３  9,748  2.26

 住友金属鉱山株式会社  東京都港区新橋５－11－３  6,239  1.44

 三井住友ファイナンス＆リース
株式会社 

 東京都港区西新橋３－９－４  6,200  1.44

 日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

 東京都中央区晴海１－８－11  6,188  1.43

計 －  170,902  39.56
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  ①【発行済株式】 

 （注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が31,000株(議決権31個)含ま
れている。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式184株が含まれている。 

  
②【自己株式等】 

  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものである。 
  

  

（６）【議決権の状況】 

  平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

普通株式    
  

20,000 ― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式       

 428,600,000
 428,600 ― 

単元未満株式 
普通株式 

 3,418,867
― ― 

発行済株式総数  432,038,867 ― ― 

総株主の議決権 ―  428,600 ― 

  平成21年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 所有者の住所 

自己名義 
所有株式数 
(株) 

他人名義 
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合(％) 

(自己保有株式) 
住友軽金属工業株式会社 

東京都港区新橋 
５―11―３ 

 20,000  ―  20,000  0.00

計 ―  20,000  ―  20,000  0.00

２【株価の推移】 

月別 平成21年 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円）  99  110  116  105  106  100

最低（円）  87  92  102  84  92  86

３【役員の状況】 
 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 
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第５【経理の状況】 
１．四半期連結財務諸表の作成方法について 
 当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府
令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 
 なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間
（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結
会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平
成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

２．監査証明について 
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から
平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半
期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間（平成
21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日
まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。 
 なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツ
となっている。  
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１【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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 10,785 9,427 
受取手形及び売掛金 35,532 34,891 
商品及び製品 12,977 14,547 
仕掛品 16,282 18,284 
原材料及び貯蔵品 8,454 14,618 
その他 5,182 3,929 
貸倒引当金 △49 △61 

流動資産合計 89,165 95,637 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 26,415 26,864 
機械装置及び運搬具（純額） 23,812 25,892 
土地 109,041 110,336 
その他（純額） 18,327 17,752 
有形固定資産合計 ※1  177,596 ※1  180,846 

無形固定資産 747 1,123 
投資その他の資産   
投資有価証券 38,341 31,831 
その他 14,257 12,555 
貸倒引当金 △687 △665 

投資その他の資産合計 51,911 43,721 

固定資産合計 230,256 225,691 
繰延資産 0 1 
資産合計 319,422 321,330 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 47,780 52,606 
1年内償還予定の社債 154 310 
1年内償還予定の新株予約権付社債 － 14,995 
短期借入金 87,812 89,830 
コマーシャル・ペーパー 3,000 3,000 
未払法人税等 495 258 
事業再編損失引当金 ※2  1,493 － 
賞与引当金 418 406 
その他 18,666 12,724 
流動負債合計 159,820 174,131 

固定負債   
新株予約権付社債 5 5 
長期借入金 110,281 97,684 
退職給付引当金 4,832 4,592 
負ののれん 732 874 
その他 19,338 25,106 
固定負債合計 135,190 128,263 

負債合計 295,011 302,395 
純資産の部   
株主資本   
資本金 22,966 20,211 
資本剰余金 3,260 5,902 
利益剰余金 2,883 6,035 
自己株式 △2 △76 

株主資本合計 29,107 32,072 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 78 △1,232 
繰延ヘッジ損益 332 △875 
土地再評価差額金 9,769 9,783 
為替換算調整勘定 △15,980 △21,821 

評価・換算差額等合計 △5,800 △14,144 

少数株主持分 1,103 1,006 
純資産合計 24,410 18,934 

負債純資産合計 319,422 321,330 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 157,807 112,164 
売上原価 142,381 102,395 
売上総利益 15,425 9,769 
販売費及び一般管理費 ※1  11,270 ※1  9,920 

営業利益又は営業損失（△） 4,154 △151 

営業外収益   
受取利息 69 58 
受取配当金 127 106 
為替差益 － 1,356 
受取賃貸料 142 116 
その他 197 530 
営業外収益合計 537 2,170 

営業外費用   
支払利息 2,243 2,266 
その他 875 782 
営業外費用合計 3,118 3,049 

経常利益又は経常損失（△） 1,573 △1,030 

特別利益   
投資有価証券売却益 － 236 
固定資産売却益 9 － 
ゴルフ会員権売却益 8 － 
その他 － 18 
特別利益合計 17 254 

特別損失   
事業再編損 － ※3  7,107 

固定資産除売却損 116 78 
投資有価証券評価損 379 － 
過年度時間外手当 ※2  379 － 
その他 109 467 
特別損失合計 985 7,653 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 605 △8,429 

法人税、住民税及び事業税 721 488 
法人税等調整額 △155 110 
法人税等合計 566 598 

少数株主利益 33 40 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6 △9,068 
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【第２四半期連結会計期間】 
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 78,253 56,818 
売上原価 70,840 49,857 
売上総利益 7,413 6,961 
販売費及び一般管理費 ※1  5,601 ※1  4,963 

営業利益 1,811 1,998 
営業外収益   
受取利息 55 35 
受取配当金 26 32 
為替差益 506 774 
受取賃貸料 79 60 
その他 98 276 
営業外収益合計 766 1,179 

営業外費用   
支払利息 1,013 1,068 
その他 367 398 
営業外費用合計 1,381 1,466 

経常利益 1,197 1,710 
特別利益   
投資有価証券売却益 － 76 
固定資産売却益 2 － 
その他 － 0 
特別利益合計 2 77 

特別損失   
事業再編損 － ※3  7,107 

固定資産除売却損 86 42 
投資有価証券評価損 379 － 
過年度時間外手当 ※2  379 － 
その他 33 430 
特別損失合計 878 7,581 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 320 △5,792 

法人税、住民税及び事業税 265 315 
法人税等調整額 70 38 
法人税等合計 335 354 
少数株主利益 72 16 

四半期純損失（△） △87 △6,163 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△） 605 △8,429 

減価償却費 5,924 5,489 
受取利息及び受取配当金 △197 △165 
支払利息 2,243 2,266 
事業再編損失 － 7,107 
売上債権の増減額（△は増加） 2,138 △467 
たな卸資産の増減額（△は増加） △3,471 9,283 
仕入債務の増減額（△は減少） 7,649 △4,937 
その他 △679 △1,754 

小計 14,213 8,390 
利息及び配当金の受取額 192 163 
利息の支払額 △2,248 △2,242 
法人税等の支払額 △1,195 △313 

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,962 5,998 
投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △1,220 △644 
定期預金の払戻による収入 1,366 660 
有形固定資産の取得による支出 △3,230 △5,716 
子会社株式の取得による支出 △2,118 － 
その他 △848 69 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,051 △5,630 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の純増減額（△は減少） △1,891 △7,169 
長期借入れによる収入 25,100 40,706 
長期借入金の返済による支出 △26,908 △23,067 
新株予約権付社債の償還による支出 － △14,995 
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △1,000 － 
株式の発行による収入 － 5,432 
配当金の支払額 △1,101 － 
その他 △180 △254 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,981 651 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 342 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,091 1,361 

現金及び現金同等物の期首残高 7,428 9,093 
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額 234 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  6,571 ※1  10,455 
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【表示方法の変更】 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

  （四半期連結損益計算書関係） 
 １ 前第２四半期連結累計期間において区分掲記していた「固定資産売却益」（当第２四半期連結累計期間１百万

円）は、当第２四半期連結累計期間において「特別利益」の総額の20/100以下となったため、「特別利益」の
「その他」に含めて計上した。 

 ２ 前第２四半期連結累計期間において区分掲記していた「投資有価証券評価損」（当第２四半期連結累計期間５百
万円）は、当第２四半期連結累計期間において「特別損失」の総額の20/100以下となったため、「特別損失」の
「その他」に含めて計上した。 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

  （四半期連結損益計算書関係） 
 １ 前第２四半期連結会計期間において区分掲記していた「固定資産売却益」（当第２四半期連結会計期間０百万

円）は、当第２四半期連結会計期間において「特別利益」の総額の20/100以下となったため、「特別利益」の
「その他」に含めて計上した。 

 ２ 前第２四半期連結会計期間において区分掲記していた「投資有価証券評価損」（当第２四半期連結会計期間５百
万円）は、当第２四半期連結会計期間において「特別損失」の総額の20/100以下となったため、「特別損失」の
「その他」に含めて計上した。 

【簡便な会計処理】 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

固定資産の減価償却費の算定方法  減価償却費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る。 

【注記事項】 
（四半期連結貸借対照表関係） 

  

  当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日)   前連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 百万円 193,558 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 百万円 189,061

※２ 当社及び連結子会社において発生することが見込ま
れる事業再編に伴う損失に備えるため、当該損失見
込額を計上している。  

  ──────── 

 ３ 偶発債務 
従業員等の金融機関借入金に対する期末現在保
証額は、次のとおりである。 

 ３ 偶発債務 
従業員等の金融機関借入金に対する期末現在保
証額は、次のとおりである。 

  
保証先  

金額 
(百万円) 

従業員 
(住宅財形借入金) 

   1,287

㈱住軽日軽エンジニアリング    620

計    1,907
      

  
保証先  

金額 
(百万円) 

従業員 
(住宅財形借入金) 

   1,414

㈱住軽日軽エンジニアリング    780
住軽パッケージ㈱    752

計    2,946

 ４ 受取手形割引高 百万円 63

    

 ４ 受取手形割引高     百万円 1,281
受取手形裏書譲渡高     百万円 813
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（四半期連結損益計算書関係） 

  

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

  製品発送費 百万円2,625
給料手当等  4,125
研究開発費  1,240

  製品発送費 百万円2,141
給料手当等  3,863
研究開発費  1,046

※２ 提出会社が労働基準監督署より労働時間管理につ
いての是正勧告を受け、調査を行った結果、実際
の労働時間と過去の労働時間記録に乖離があるこ
とが判明したため、過年度の時間外手当の精算を
行ったことによる特別損失である。  

  ──────── 

  ――――――――  ※３ 当社グループのアルミ押出事業及びアルミ加工品
事業の再編を実施することに伴い発生する特別損
失である。 
 そのうち、アルミ押出事業の再編に係る損失が
4,889百万円であり、その主な内容は、減損損失
3,606百万円、設備撤去費用976百万円他である。 
 また、アルミ加工品事業の再編に係る損失が
2,218百万円であり、その主な内訳は、減損損失
1,249百万円、棚卸資産評価損747百万円他であ
る。 
 上記のうち、事業再編損失引当金繰入額は、
1,493百万円である。  
 なお、減損損失については、以下資産グループ
等について減損損失を計上した。 

  当社グループでは減損の兆候を判定するにあた
っては、原則として遊休不動産を除き、事業部門
別（アルミ圧延品部門、伸銅品部門、その他）に
資産のグルーピングを実施している。  
  上記資産等については、事業再編により使用を
停止し、今後の利用予定が明確でないことから帳
簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
事業再編損として特別損失に計上した。 
 その内訳は、建物及び構築物129百万円、機械装
置及び運搬具509百万円、土地1,292百万円、リー
ス資産1,786百万円、無形固定資産918百万円、そ
の他220百万円である。 
  なお、それぞれの資産グループの回収可能価額
は、正味売却価額により測定しており、主として
不動産鑑定士の鑑定評価額を基に評価している。  

場所 用途 種類 

千葉県 工場設備等  土地及び 
 リース資産等  

愛知県 工場設備等 機械装置等  

滋賀県 工場設備等 機械装置等  
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前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

  
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

  製品発送費 百万円1,290
給料手当等  2,037
研究開発費  618

  製品発送費 百万円1,077
給料手当等  1,913
研究開発費  518

※２ 提出会社が労働基準監督署より労働時間管理につ
いての是正勧告を受け、調査を行った結果、実際
の労働時間と過去の労働時間記録に乖離があるこ
とが判明したため、過年度の時間外手当の精算を
行ったことによる特別損失である。  

  ──────── 

  ――――――――  ※３ 当社グループのアルミ押出事業及びアルミ加工品
事業の再編を実施することに伴い発生する特別損
失である。 
 そのうち、アルミ押出事業の再編に係る損失が
4,889百万円であり、その主な内容は、減損損失
3,606百万円、設備撤去費用976百万円他である。 
 また、アルミ加工品事業の再編に係る損失が
2,218百万円であり、その主な内訳は、減損損失
1,249百万円、棚卸資産評価損747百万円他であ
る。 
 上記のうち、事業再編損失引当金繰入額は、
1,493百万円である。 
 なお、減損損失については、以下資産グループ
等について減損損失を計上した。 

 当社グループでは減損の兆候を判定するにあた
っては、原則として遊休不動産を除き、事業部門
別（アルミ圧延品部門、伸銅品部門、その他）に
資産のグルーピングを実施している。  
 上記資産等については、事業再編により使用を
停止し、今後の利用予定が明確でないことから帳
簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
事業再編損として特別損失に計上した。 
 その内訳は、建物及び構築物129百万円、機械装
置及び運搬具509百万円、土地1,292百万円、リー
ス資産1,786百万円、無形固定資産918百万円、そ
の他220百万円である。 
 なお、それぞれの資産グループの回収可能価額
は、正味売却価額により測定しており、主として
不動産鑑定士の鑑定評価額を基に評価している。 

場所 用途 種類 

千葉県 工場設備等  土地及び 
 リース資産等  

愛知県 工場設備等 機械装置等  

滋賀県 工場設備等 機械装置等  

5738/2010年-20-



  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
  
  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

  
  
  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１   現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間
末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係 

※１   現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間
末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係 

  （平成20年９月30日現在）   （平成21年９月30日現在） 

    （百万円）

現金及び預金勘定 6,977
預入期間が３か月を超える定期預
金 

△406

現金及び現金同等物 6,571

    （百万円）

現金及び預金勘定 10,785
預入期間が３か月を超える定期預
金 

△329

現金及び現金同等物 10,455

（株主資本等関係） 
当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至
平成21年９月30日） 
１．発行済株式の種類及び総数 

  
２．自己株式の種類及び株式数 

  
３．株主資本の金額の著しい変動 
 当社は、平成21年７月31日付で、当社を完全親会社、株式会社日本アルミを完全子会社とする株式交換を実
施した。この結果、資本準備金が470百万円、その他資本剰余金が34百万円増加している。また、平成21年９
月17日付で、住友商事株式会社、株式会社三井住友銀行他５社から第三者割当増資の払込みを受けた。この結
果、資本金が2,755百万円、資本準備金が2,755百万円増加している。 

      これらを主因として、当第２四半期連結会計期間末において資本金が22,966百万円、資本剰余金が3,260百
万円となっている。 

  

普通株式   千株 432,038

普通株式   千株 20
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前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自
平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 
 当連結グループは、同一セグメントに属するアルミ・銅等の非鉄金属及びその合金の圧延品並びに加工品の製
造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はない。 

  
前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自
平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 
 当連結グループは、同一セグメントに属するアルミ・銅等の非鉄金属及びその合金の圧延品並びに加工品の製
造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はない。 

  

（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 

【所在地別セグメント情報】 
前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

  
当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

  日本 
（百万円） 

豪州 
（百万円） 

その他の地
域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売
上高 

 72,919  1,356  3,978  78,253  ―  78,253

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,685  2,818  309  4,813 ( )4,813  ―

計  74,605  4,174  4,288  83,067 ( )4,813  78,253

営業利益  1,320  501  39  1,861  △50  1,811

  日本 
（百万円） 

豪州 
（百万円） 

その他の地
域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売
上高 

 50,724  1,168  4,926  56,818  ―  56,818

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 2,139  1,384  141  3,665 ( )3,665  ―

計  52,863  2,552  5,067  60,483 ( )3,665  56,818

営業利益又は営業損失(△)  2,305  △321  △55  1,928  69  1,998
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  
当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１ 地域は地理的近接度により区分している。 
２ 会計処理の方法の変更 
 前第２四半期連結累計期間  
  （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） 
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いる。 
これによるセグメント情報に与える影響額は軽微である。 

３ 追加情報 
 前第２四半期連結累計期間  
  （有形固定資産の耐用年数の変更） 
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年としていたが、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、第１四半期連結会計期間より主として７年に変更し
ている。この結果、従来の方法に比べ、前第２四半期連結累計期間の日本について営業利益が1,140百万円
減少している。なお、日本以外のセグメントに与える影響はない。 

  

  日本 
（百万円） 

豪州 
（百万円） 

その他の地
域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売
上高 

 148,071  2,470  7,265  157,807  ―  157,807

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 4,259  4,900  720  9,881 ( )9,881  ―

計  152,331  7,371  7,985  167,688 ( )9,881  157,807

営業利益  3,353  797  101  4,252  △97  4,154

  日本 
（百万円） 

豪州 
（百万円） 

その他の地
域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売
上高 

 101,472  2,154  8,537  112,164  ―  112,164

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 4,657  2,509  178  7,345 ( )7,345  ―

計  106,129  4,663  8,716  119,510 ( )7,345  112,164

営業利益又は営業損失(△)  359  △553  △81  △275  123  △151
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【海外売上高】 
前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

  
当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  
前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  
当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１ 地域は地理的近接度により区分している。 
２ 各区分に属する主な国または地域は次の通りである。 
アジア……中国、マレーシア 
欧米………アメリカ 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  アジア 欧米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,062  2,578  1,498  17,139

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  ―  ―  78,253

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める
割合（％） 

 16.7  3.3  1.9  21.9

  アジア 欧米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,933  2,101  1,156  14,191

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  ―  ―  56,818

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める
割合（％） 

 19.3  3.7  2.0  25.0

  アジア 欧米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  28,957  5,086  2,847  36,891

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  ―  ―  157,807

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める
割合（％） 

 18.3  3.2  1.8  23.3

  アジア 欧米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  19,061  3,761  2,234  25,057

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  ―  ―  112,164

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める
割合（％） 

 17.0  3.3  2.0  22.3
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（企業結合等関係） 
  
当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）  
 共通支配下の取引等  
 １．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式並びに取引の目的を含む取引の内容 
  (1)対象となった企業の名称  
    名称     株式会社日本アルミ 
    事業の内容  アルミニウム加工製品の製造・販売及び土木請負工事 
  (2)企業結合の法的形式 
    当社を完全親会社とし、株式会社日本アルミを完全子会社とする株式交換 
  (3)取引の目的を含む取引の概要 
     当社は、平成21年２月９日開催の取締役会において、平成21年７月31日を効力発生日として、当社を完全親 

会社、株式会社日本アルミを完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付で、株式交換契約を締結
した。これにより、平成21年７月31日に株式交換が実施された。 

    当社の連結子会社である株式会社日本アルミは、当社グループのアルミ加工品事業の中核会社として経営努
力を積み重ねてきたが、最近の株式会社日本アルミを取り巻く環境は、需要減退、コストアップなど大変厳し
い状況が続いており、アルミ加工品事業の再構築が必要な状況に至っている。 

       このような状況の下、株式会社日本アルミを当社の完全子会社とすることにより、両社における事業戦略に
ついてより一層の共有化を進め、経営資源の最適かつ効率的な活用等を図り、今まで以上に機動的なグループ
経営を実現することが必要であると判断した。 

  
 ２．実施した会計処理の概要  
   「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業 

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成19年11月15日公表分）に基づき、共
通支配下の取引等として処理している。 

  
 ３．被取得企業の取得原価及びその内訳   

  
 ４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数及びその評価額  
  (1)株式の種類別の交換比率 
    株式会社日本アルミの普通株式１株：当社普通株式0.31株 
  (2)株式交換比率の算定方法 
      当社は大和証券エスエムビーシー株式会社を、株式会社日本アルミはなぎさ監査法人をそれぞれ第三者機

関として選定して株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果をもとに当事者間で協議の上、算定した。 
  (3)交付した株式数及びその評価額 
    交付した株式数     6,946,823株 
    交付した株式の評価額   580百万円 
  
 ５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間  
  (1)発生したのれんの金額  
    576百万円 
  (2)発生原因 
     追加取得した株式会社日本アルミ株式の取得原価が、減少する少数株主持分を上回ることにより発生した 

ものである。 
  (3)償却方法及び償却期間  
    原則として５年間の均等償却 
        但し、当該のれんについては事業再編に伴い、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に 
    おいて全額を減損処理し、事業再編損に含めて計上している。  

新たに発行した株式   百万円505
交付した自己株式   百万円75
取得原価   百万円580
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 
     金額の算定上の基礎 

  

（１株当たり情報） 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 53.95円 １株当たり純資産額 48.83円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 0.01円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

0.01円

１株当たり四半期純損失金額 23.85円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため記載していない。 

  

項目 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり
四半期純損失金額 

    

四半期純利益又は四半期純損失(△) 
(百万円) 

 6  △9,068

普通株主に帰属しない金額(百万円)  ―  ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純
損失(△)(百万円) 

 6  △9,068

期中平均株式数(千株)  367,128  380,220

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

普通株式増加数(千株)   41,434   －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
かった潜在株式で、前連結会計年度末から重
要な変動があったものの概要 

  －

2011年満期円貨転換社債型新株
予約権付社債（券面総額5百万
円）。なお、概要は「第４提出
会社の状況、 １株式等の状況、
(2)新株予約権等の状況」に記載
の通りである。 
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 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎 

  

  
  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純損失金額 0.23円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額
については、潜在株式は存在するものの１株当たり四
半期純損失であるため記載していない。 

  

１株当たり四半期純損失金額 15.66円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額
については、潜在株式は存在するものの１株当たり四
半期純損失であるため記載していない。 

  

項目 
前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

１株当たり四半期純損失金額     

四半期純損失(百万円)  87  6,163

普通株主に帰属しない金額(百万円)  ―  ―

普通株式に係る四半期純損失(百万円)  87  6,163

期中平均株式数(千株)  367,120  393,356

            

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

普通株式増加数(千株)  ―  ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
かった潜在株式で、前連結会計年度末から重
要な変動があったものの概要 

  －

2011年満期円貨転換社債型新株
予約権付社債（券面総額5百万
円）。なお、概要は「第４提出
会社の状況、 １株式等の状況、
(2)新株予約権等の状況」に記載
の通りである。 

（リース取引関係） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

 リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸借
取引に係る方法に準じて会計処理を行っており、かつ、当該取引残高が、企業再編等により前連結会計年度の末日に比
べて著しい変動が認められます。 
  
（借主側）  
事業再編により、リース資産の使用方法を変更したことに伴い増加したリース取引に係る当第２四半期連結会計期間
末における未経過リース料残高相当額 
１年内     百万円 496
１年超     百万円 2,190

 合 計     百万円 2,687

２【その他】 
 該当事項なし。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 該当事項なし。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成20年11月11日

住友軽金属工業株式会社 

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 
業務執行社員   

公認会計士 原田 誠司  印 

  
指定社員 
業務執行社員   

公認会計士 鈴木 基之  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友軽金属工業

株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住友軽金属工業株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期 
報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月10日

住友軽金属工業株式会社 

  取締役会 御中   

  有限責任監査法人トーマツ   

  
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 原田 誠司  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 鈴木 基之  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友軽金属工業

株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日か

ら平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住友軽金属工業株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期 
報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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