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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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 62,649 △4.0 3,100 △9.7 3,101 △2.8 1,048 3.8
25年3月期第1四半期 65,232 △4.1 3,432 △30.4 3,192 △19.3 1,009 △74.4

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 5,306百万円 （37.0％） 25年3月期第1四半期 3,874百万円 （△27.9％）

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

26年3月期第1四半期 1.80 ―
25年3月期第1四半期 1.73 ―

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

26年3月期第1四半期 323,289 64,987 19.8 110.01
25年3月期 318,418 60,867 18.8 103.02
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  63,964百万円 25年3月期  59,904百万円

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  
   平成25年10月１日（予定）を効力発生日として古河スカイ株式会社との合併を予定しております。このため、平成26年３月期の期末配当につきましては 
   未定とさせていただきます。 

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 ― 1.50 ― 2.00 3.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 2.00 ― ― ―

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）  
（％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  
   平成25年10月１日（予定）を効力発生日として古河スカイ株式会社との合併を予定しております。このため、平成26年３月期の通期連結業績予想に 
   つきましては、合理的な算定が困難なため未定とさせていただきます。 

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) 125,000 △3.0 4,400 △33.0 4,200 △21.5 2,200 △7.6 3.78
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(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  

(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 
 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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 581,538,867 株 25年3月期 581,538,867 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 75,525 株 25年3月期 69,592 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 581,464,176 株 25年3月期1Q 581,483,807 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、新政権発足後の経済対策や金融対策等が好感され、円安・株高が進

行し景気は着実に持ち直し始めております。しかしながら、海外景気の下振れが国内景気を下押しするリスクも引

き続き懸念され、先行きは不透明な状況が続いております。 

 こうした状況の下、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績につきましては、パソコン、薄型テレビ等

の需要が落ち込んだことを受け、ＩＴ機器向けや箔の販売が前年同期と比べて減少したこと等により、売上高は

62,649百万円（前年同期比4.0％減）となりました。損益面におきましては、販売量の減少やエネルギー価格の上昇

等の影響により、営業利益は3,100百万円（同9.7％減）、経常利益は3,101百万円（同2.8％減）と、いずれも前年

同期を下回りました。四半期純利益につきましては、減損損失等の特別損失を計上したものの、1,048百万円（同

3.8％増）となり、多額の投資有価証券評価損を計上した前年同期を上回りました。 

 セグメント別の状況については、以下のとおりであります。 

  

アルミ圧延品部門 

主力分野である飲料缶向けの販売は微減にとどまったものの、ＩＴ機器向けや箔の需要低迷による販売減少等

により、当第１四半期連結累計期間のアルミ圧延品部門の売上高は41,495百万円（前年同期比3.2％減）、営業

利益は3,246百万円（同7.2％減）となりました。 

  

伸銅品部門 

春先の天候不順によりエアコンの出荷が前年同期に比べ低迷したこと等により、国内向けを中心とした銅管の

販売が減少した結果、当第１四半期連結累計期間の伸銅品部門の売上高は13,172百万円（同9.0％減）、営業利

益は486百万円（同28.0％減）となりました。 

  

加工品・関連事業部門 

 建材や産業機器関連の需要が前年同期と比べて増加したこと等により、当第１四半期連結累計期間の加工品・

関連事業部門の売上高は7,981百万円（同1.4％増）、営業利益は179百万円（同130.1％増）となりました。 

   

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、為替変動による為替換算調整勘定の増加を主因に、前連結会計年度末

と比べて4,119百万円増加し、64,987百万円となりました。 

 総資産については、主として株価の上昇等の影響により投資有価証券が増加したこと等により、前連結会計年度

末と比べて4,870百万円増加し、323,289百万円となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期第２四半期（累計）の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました予想

値から変更はありません。 

 なお、平成26年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成25年10月１日(予定)を効力発生日として古河ス

カイ株式会社との合併を予定しており、合理的な算定が困難なため引き続き未定とさせていただきます。 

   

   

 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算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
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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 8,302 10,028 

受取手形及び売掛金 37,708 35,354 

商品及び製品 17,624 17,568 

仕掛品 15,484 17,781 

原材料及び貯蔵品 7,703 8,264 

その他 9,296 8,984 

貸倒引当金 △26 △22 

流動資産合計 96,092 97,960 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,433 23,473 

機械装置及び運搬具（純額） 12,123 11,054 

土地 95,357 95,218 

その他（純額） 17,220 17,145 

有形固定資産合計 149,135 146,892 

無形固定資産 978 953 

投資その他の資産   

投資有価証券 46,837 50,775 

その他 25,477 26,838 

貸倒引当金 △101 △130 

投資その他の資産合計 72,212 77,482 

固定資産合計 222,326 225,328 

資産合計 318,418 323,289 
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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 66,806 64,456 

短期借入金 77,442 76,822 

コマーシャル・ペーパー 2,999 4,999 

未払法人税等 1,534 394 

賞与引当金 412 360 

その他 12,571 13,753 

流動負債合計 161,765 160,787 

固定負債   

長期借入金 64,111 65,284 

退職給付引当金 6,977 7,296 

負ののれん 120 82 

その他 24,576 24,851 

固定負債合計 95,785 97,514 

負債合計 257,551 258,302 

純資産の部   

株主資本   

資本金 28,459 28,459 

資本剰余金 5,492 5,492 

利益剰余金 24,315 24,200 

自己株式 △6 △7 

株主資本合計 58,259 58,144 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 972 1,420 

繰延ヘッジ損益 △113 △242 

土地再評価差額金 10,653 10,653 

為替換算調整勘定 △9,867 △6,011 

その他の包括利益累計額合計 1,644 5,819 

少数株主持分 962 1,022 

純資産合計 60,867 64,987 

負債純資産合計 318,418 323,289 
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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 65,232 62,649 

売上原価 56,288 54,147 

売上総利益 8,943 8,502 

販売費及び一般管理費 5,510 5,402 

営業利益 3,432 3,100 

営業外収益   

受取利息 123 101 

受取配当金 106 71 

為替差益 417 373 

その他 316 324 

営業外収益合計 964 870 

営業外費用   

支払利息 848 661 

その他 355 208 

営業外費用合計 1,204 869 

経常利益 3,192 3,101 

特別利益   

固定資産売却益 13 21 

その他 8 6 

特別利益合計 21 28 

特別損失   

減損損失 － 851 

投資有価証券評価損 1,402 － 

その他 223 537 

特別損失合計 1,626 1,389 

税金等調整前四半期純利益 1,588 1,740 

法人税、住民税及び事業税 590 540 

法人税等調整額 △47 96 

法人税等合計 542 637 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,045 1,103 

少数株主利益 35 54 

四半期純利益 1,009 1,048 
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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 1,045 1,103 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 504 446 

繰延ヘッジ損益 △166 △107 

為替換算調整勘定 2,847 3,139 

持分法適用会社に対する持分相当額 △357 724 

その他の包括利益合計 2,828 4,203 

四半期包括利益 3,874 5,306 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,795 5,223 

少数株主に係る四半期包括利益 78 83 
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 セグメント情報 

 Ⅰ 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） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

（単位：百万円） 

（注)１．セグメント利益の調整額△818百万円には、たな卸資産の調整額2百万円、セグメント間取引消去 

73百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△894百万円が含まれております。  

全社費用は、報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。  

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

 Ⅱ 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） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

（単位：百万円） 

（注)１．セグメント利益の調整額△811百万円には、たな卸資産の調整額14百万円、セグメント間取引消去 

85百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△911百万円が含まれております。  

全社費用は、報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。  

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

   

   

（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）

（セグメント情報等）

   報告セグメント 

  

調整額 

(注)１  

  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)２  

  

アルミ圧延品

部門 

伸銅品部門 

加工品・関連

事業部門 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  42,887  14,470  7,874  65,232  －  65,232

セグメント間の内部

売上高又は振替高 

 451  140  1,346  1,939  △1,939  －

計  43,339  14,610  9,221  67,171  △1,939  65,232

セグメント利益  3,497  676  77  4,251  △818  3,432

   報告セグメント 

  

調整額 

(注)１  

  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)２  

  

アルミ圧延品

部門 

伸銅品部門 

加工品・関連

事業部門 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  41,495  13,172  7,981  62,649  －  62,649

セグメント間の内部

売上高又は振替高 

 401  144  1,388  1,933  △1,933  －

計  41,896  13,316  9,369  64,583  △1,933  62,649

セグメント利益  3,246  486  179  3,912  △811  3,100
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