
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アルメタックス株式会社 上場取引所 大 
コード番号 5928 URL http://www.almetax.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 引間龍冶
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 生川聖一 TEL 06-6440-3851
四半期報告書提出予定日 平成23年11月10日 配当支払開始予定日 平成23年12月7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

1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 5,781 6.2 341 7.3 366 3.2 207 15.6
23年3月期第2四半期 5,442 19.4 317 150.0 354 102.0 179 84.8

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

24年3月期第2四半期 18.80 ―
23年3月期第2四半期 15.73 ―

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

24年3月期第2四半期 9,539 7,454 78.2 675.92
23年3月期 9,471 7,342 77.5 665.71
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,454百万円 23年3月期  7,342百万円

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

23年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 11,000 △1.3 580 △8.5 600 △14.4 330 △7.5 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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 11,912,515 株 23年3月期 11,912,515 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 883,255 株 23年3月期 882,906 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 11,029,350 株 23年3月期2Q 11,406,825 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ますが、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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２四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）における国内住宅建材市場

は、東日本大震災による被災並びに原発事故の影響等を受け、総じて低調に推移いたしました。 

このような状況のなか、当社の第１四半期は緊急を要する仮設住宅等に供する部材の生産等、繁忙を

極めましたが、前期に比べ減収減益となりました。 

一方、第２四半期は、電力事情や輸送手段の混乱も改善に向かい、新設戸建住宅用建材及びリフォー

ム用建材の受注も順調に推移いたし、前期に比べ増収増益となりました。 

その結果、第２四半期累計期間の経営成績は、売上高は57億８千１百万円（前年同四半期累計期間54

億４千２百万円,6.2％増）となりました。 

利益面につきましては、営業利益は３億４千１百万円（前年同四半期累計期間３億１千７百万

円,7.3％増）、経常利益は３億６千６百万円（前年同四半期累計期間３億５千４百万円,3.2％増）、四

半期純利益は２億７百万円（前年同四半期累計期間１億７千９百万円,15.6％増）となりました。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べて0.7％増加し、95億３千９百万円となりました。 

これは、主に現金及び預金が１億９千万円、受取手形（電子記録債権含む）及び売掛金が１千４百万

円それぞれ増加しましたが、棚卸資産が２千４百万円、有形固定資産が減価償却の進捗等により７千１

百万円、当第２四半期会計期間末の投資有価証券及び関係会社株式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2.1％減少し、20億８千４百万円となりました。 

これは、主に支払手形及び買掛金が３千９百万円減少したこと等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1.5％増加し、74億５千４百万円となりました。 

これは、主に利益剰余金が１億４千１百万円増加しましたが、当第２四半期会計期間末のその他有価

証券評価差額金が２千８百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは３億１千２百万円（前年同四半

期累計期間５億４千７百万円）、投資活動によるキャッシュ・フローは△５千３百万円（前年同四半期

累計期間△４億２千４百万円）、財務活動によるキャッシュ・フローは△６千８百万円（前年同四半期

累計期間△９千２百万円）となり、現金及び現金同等物は、18億９千５百万円となり、前年同四半期会

計期間末に比し１億５千７百万円の増加となりました。 

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２四半期累計期間における売上高及び各収益は、平成23年５月11日発表の平成23年３月期決算短

信に記載しました平成24年３月期の第２四半期業績予想を上まわる結果となりましたが、下期以降にお

ける受注環境が不透明であるため通期業績予想は据置くことといたします。 

  

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
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 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(その他)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
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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23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,704,900 1,895,524

受取手形及び売掛金 911,942 965,804

電子記録債権 1,510,128 1,471,221

商品及び製品 145,017 116,740

仕掛品 16,997 16,223

原材料及び貯蔵品 400,079 404,703

その他 240,525 235,202

貸倒引当金 △2,143 △2,071

流動資産合計 4,927,448 5,103,349

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,443,679 1,399,345

土地 1,494,526 1,494,526

その他（純額） 542,647 515,400

有形固定資産合計 3,480,853 3,409,272

無形固定資産 11,086 9,821

投資その他の資産

投資有価証券 521,476 497,435

関係会社株式 412,972 389,425

その他 130,566 142,281

貸倒引当金 △12,524 △12,532

投資その他の資産合計 1,052,490 1,016,610

固定資産合計 4,544,431 4,435,703

資産合計 9,471,879 9,539,053

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,164,627 1,124,936

未払法人税等 194,145 144,295

賞与引当金 145,000 175,000

その他 307,425 334,768

流動負債合計 1,811,198 1,779,000

固定負債

退職給付引当金 57,614 40,280

その他 260,535 264,860

固定負債合計 318,149 305,141

負債合計 2,129,348 2,084,141
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９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 2,887,903 3,029,052

自己株式 △202,843 △202,936

株主資本合計 7,430,011 7,571,068

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35,945 7,269

土地再評価差額金 △123,426 △123,426

評価・換算差額等合計 △87,480 △116,156

純資産合計 7,342,531 7,454,911

負債純資産合計 9,471,879 9,539,053
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 5,442,360 5,781,787

売上原価 4,235,755 4,497,235

売上総利益 1,206,605 1,284,551

販売費及び一般管理費 888,686 943,529

営業利益 317,918 341,022

営業外収益

受取利息 370 200

受取配当金 11,994 16,071

仕入割引 4,627 4,504

その他 24,826 10,568

営業外収益合計 41,819 31,345

営業外費用

売上割引 4,373 6,180

その他 662 178

営業外費用合計 5,036 6,359

経常利益 354,701 366,008

特別利益

貸倒引当金戻入額 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失

投資有価証券評価損 32,150 －

固定資産除却損 121 84

その他 3,175 9

特別損失合計 35,447 93

税引前四半期純利益 319,260 365,915

法人税、住民税及び事業税 94,000 132,000

法人税等調整額 45,871 26,588

法人税等合計 139,871 158,588

四半期純利益 179,389 207,326
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 319,260 365,915

減価償却費 92,388 121,933

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,744 △65

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,000 30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,018 △17,333

受取利息及び受取配当金 △12,364 △16,272

有形固定資産除却損 121 84

投資有価証券評価損益（△は益） 32,150 －

売上債権の増減額（△は増加） 146,126 10,030

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,004 24,427

その他の流動資産の増減額（△は増加） △31,608 △48,484

仕入債務の増減額（△は減少） 130,208 △17,789

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,352 60,314

その他の流動負債の増減額（△は減少） △64,070 △33,603

長期未払金の増減額（△は減少） △3,925 －

その他 △89 △1,237

小計 569,567 477,920

利息及び配当金の受取額 12,364 16,272

法人税等の支払額 △34,448 △181,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 547,483 312,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △424,921 △51,749

無形固定資産の取得による支出 △265 －

固定資産の除却による支出 － △800

関係会社株式の取得による支出 － △291

長期貸付金の回収による収入 435 435

その他の収入 6 256

その他の支出 △220 △1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △424,965 △53,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △34,494 △65,816

自己株式の取得による支出 △56,921 △92

その他の支出 △649 △2,972

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,065 △68,881

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 30,453 190,624

現金及び現金同等物の期首残高 1,707,337 1,704,900

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,737,790 1,895,524
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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２四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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

アルメタックス㈱　（5928）　平成24年３月期　第２四半期決算短信[日本基準]（非連結）

-8-


	サマリー情報
	定性的情報



