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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 23,695 ― △25 ― 62 ― △895 ―

20年3月期第1四半期 23,668 5.5 807 △17.7 724 △26.5 283 △45.5

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 △24.34 ―

20年3月期第1四半期 7.61 ―

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 116,635 47,958 41.4 1,311.35
20年3月期 118,775 50,582 42.8 1,380.17

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  48,259百万円 20年3月期  50,792百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

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  有  
 

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 49,000 ― 400 ― 150 ― △1,200 ― △32.61

通期 102,000 7.1 2,250 147.8 1,650 ― △250 ― △6.79

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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．平成20年５月14日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項について、及び上記１に係る業績予想
の具体的修正内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  37,324,264株 20年3月期  37,324,264株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  522,606株 20年3月期  522,510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  36,801,746株 20年3月期第1四半期  37,302,159株



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１四半期におけるわが国経済は、長引く原油価格・原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、設備投資や個人消

費も弱含みで推移するなど、景気はさらに先行き不透明感を強める状況となりました。

　当社グループ主力製品の窯業系外装材（以下「外装材」）の主要マーケットである新設住宅着工戸数は、昨年６月

の改正建築基準法の施行以後、その影響が尾を引いた格好のまま低水準で推移し、当第１四半期においても各月で前

年割れとなるなど３ヵ月累計では前年比11.0％の減少となりました。これに伴い、同期間の外装材業界全体の国内出

荷数量についても前年同期比5.4％の減少となり、市場は依然として縮小傾向が続きました。

　このような厳しい市場環境の下、当社グループは国内の店舗・公共施設等の非住宅市場や海外の新市場での拡販に

努めたほか、窯業系外壁材に係るJIS規格の改正（当社グループの窯業系外壁材の販売数量の約半数を占める12mm厚

製品の14mm厚製品への移行）に伴う14mm厚製品の販売本格化を推し進めるとともに、喫緊の課題である海外での製造

事業の立ち上げにグループを挙げて取り組みました。

　この結果、当社グループの第１四半期連結累計期間の連結業績は次のとおりとなりました。　 　

 （金額単位：百万円） 

 

前第１四半期

連結累計期間

当第１四半期

連結累計期間
増減

   金額 率（％）

売上高 23,668 23,695 26 0.1

営業利益又は営業損失（△） 807 △25 △832 －

経常利益 724 62 △662 △91.4

 四半期純利益又は四半期純損失（△） 283 △895 △1,179 －

　主力の外装材事業につきまして、14mm厚製品の販売本格化や16mm以上厚製品の価格改定（昨年11月に一部製品につ

き実施）の浸透から販売価格は上昇しましたものの、業界全体の出荷数量の低迷や14mm厚製品への移行に伴う生産数

量の減少により販売数量が前年同期を下回ったことから、売上高は236億95百万円と前年同期比26百万円（0.1％）の

微増に止まりました。　　　

　一方、損益につきましては、昨年10月に米国子会社が現地新工場の操業を開始しましたが、当第１四半期（米国子

会社の会計期間では平成20年１月～３月に該当）は生産・販売の立ち上がり前であるため、同社が約７億円の経常損

失となり、また国内の外装材事業につきましても、価格改定効果はありましたものの、原材料・エネルギー価格の高

騰や14mm厚製品への移行に伴う一時的な生産効率の低下による製造コストの上昇などを吸収しきれず、営業利益、経

常利益ともに前年同期比大幅な減益となりました。

　これに加えて、当期より導入された「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴い、当期首の棚卸資産に係わ

る評価損６億50百万円を特別損失に計上したことから、四半期純損益は８億95百万円の損失と前年同期比大幅な減益

となりました。

 

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。　

(1) 外装材事業　

　外装材事業につきましては、売上高は、上記の要因などにより伸び悩んだことから202億90百万円と前年同期比

１億63百万円（0.8％）の増収に止まり、営業損益は、前出の海外での製造事業の先行投資負担等により66百万円

の損失となり、前年同期比７億66百万円の減益となりました。

(2) 住宅機材及びその他事業　

　住宅機材及びその他事業につきましては、売上高は34億４百万円と前年同期比１億36百万円（3.9％）の減収、

営業利益も５億23百万円と前年同期比34百万円（6.2％）の減益となりました。

 

　所在地別セグメントの業績につきましては、本邦での売上高の全セグメント売上高の合計に占める割合が90％超で

あるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。　

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。

　前連結会計年度末に比し純資産が26億23百万円、総資産が21億40百万円それぞれ減少し、自己資本比率は41.4％と

1.4ポイントの減少となりました。



　増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が10億62百万円増加しております。また、固定資産では有形固定資

産が29億31百万円減少しております。

　流動負債では支払手形及び買掛金が15億22百万円増加しております。また固定負債では長期借入金が15億75百万円

減少しております。

〔キャッシュ・フロー計算書〕

　当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比し10

億62百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には63億22百万円となりました。

　当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は26億99百万円となりました。これは、主に、償却前利益（税金等調整前四半期純損

失＋減価償却費）で９億１百万円を計上したほか、仕入債務が16億76百万円増加したことなどによるものであります。

（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７億４百万円となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が６億

86百万円あったことなどによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は９億４百万円となりました。これは、主に、長期・短期合わせた借入金を５億34百

万円減少させ、配当金の支払を３億68百万円実施したことなどによるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績の動向などを踏まえまして、連結、個別とも平成20年５月14日の決算発表時に公表いたしまし

た平成21年３月期（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）の第２四半期（連結）累計期間業績予想及び通期

業績予想（以下「前回発表予想」）を以下のとおり修正しております。　

平成21年３月期の修正後業績予想 （単位：百万円）　

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

連

結

第２四半期連結累計期間 49,000 400 150 △1,200

通期 102,000 2,250 1,650 △250

個

別

第２四半期累計期間 43,600 1,000 1,100 0

通期 89,000 2,000 2,100 600

　

（参考）前回発表予想（平成20年５月14日） （単位：百万円）　

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

連

結

第２四半期連結累計期間 50,000 750 500 △450

通期 103,000 2,600 2,000 500

個

別

第２四半期累計期間 43,600 1,000 1,100 400

通期 89,000 2,000 2,100 1,000

 

第２四半期連結累計期間連結業績予想　

　当社グループ主力製品の窯業系外装材（以下「外装材」）の主要マーケットである新設住宅着工戸数は、当第１四

半期においても各月で前年割れとなるなど依然として低水準で推移しており、この影響から外装材業界全体の出荷数

量は、同期間においても前年同期比5.4％のマイナスとなりました。このような状況下、当社グループは、非住宅や

海外などの新市場における拡販とともに、14mm厚製品の販売本格化や16mm以上厚製品の価格改定（昨年11月に一部製

品につき実施）の浸透による販売価格の上昇の寄与などから前年同期比増収を見込んでおりますが、前回発表予想対

比では、上記の新設住宅着工戸数の低迷による販売の伸び悩みなどから、売上高は前回発表予想を下回る見込みであ

ります。

　また、損益につきましては、上記のとおり売上高が前回発表予想対比未達となるほか、昨年10月に現地新工場の操

業を開始した米国子会社が、生産の立ち上がりに時間を要しており、同社の欠損が前回発表予想を上回ることから、

営業利益、経常利益ともに前回発表予想を下回る見込であります。

　これに加えて、当期より導入した「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴う評価損を当第１四半期に特別

損失に計上しておりますが、この金額が前回発表予想時の想定を上回りましたことなどから、当期純利益は前回発表

予想を大幅に下回る見込みであります。　



通期連結業績予想　

　当下半期の業績見通しにつきましては、今後の新設住宅着工戸数の動向並びにエネルギー・資材価格高騰の推移な

ど業績に大きな影響を与える不透明な要因が少なくありません。しかしながら、現時点ではこれら不透明な要因の業

績への具体的な影響額を見極め難いため、今回の通期連結業績予想の修正については、当第２四半期連結業績予想の

下方修正のみを反映させております。

 

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簡便な会計処理　

たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部について実地棚卸を省略し、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しております。

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等かつ一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法により算定しております。　

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。　

(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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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。

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法）により算定しております。これにより、営業損失は12百万円少なく、経常利益は12百万円多く、

税金等調整前四半期純損失は６億38百万円多く計上されております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

③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。これによる損益

への影響は軽微であります。　

（追加情報）

①減価償却資産の耐用年数の変更　

　　当第１四半期連結会計期間より、平成20年度の法人税法改正による法定耐用年数の見直しに伴い、機械装置等に

ついて耐用年数を変更しております。この変更に伴い、前第１四半期連結会計期間と同一の方法によった場合と比

較して、営業損失は１億26百万円多く、経常利益は１億26百万円少なく、税金等調整前四半期純損失は１億26百万

円多く計上されております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

②役員退職慰労金制度の廃止　

　当社の役員退職慰労引当金については、従来、取締役、監査役及び執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、

内規に基づく期末要支給額の100％を計上しておりましたが、平成20年６月25日開催の定時株主総会終結の時をもっ

て、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止しました。

　同制度の廃止に伴い、在任期間に応じた役員退職慰労金の打ち切り支給を同株主総会で決議し、役員退職慰労引

当金残高のうち対象となる金額を固定負債の「その他」に計上しております。



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 6,399 5,336

受取手形及び売掛金 22,882 22,918

有価証券 1 1

商品及び製品 10,682 11,440

仕掛品 2,430 2,404

原材料及び貯蔵品 2,526 2,219

繰延税金資産 1,196 1,317

その他 764 1,049

貸倒引当金 △39 △38

流動資産合計 46,844 46,649

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,320 20,386

機械装置及び運搬具（純額） 20,949 22,599

工具、器具及び備品（純額） 587 620

土地 20,001 19,997

建設仮勘定 134 322

有形固定資産合計 60,994 63,925

無形固定資産   

のれん 285 309

ソフトウエア 137 151

その他 595 268

無形固定資産合計 1,018 729

投資その他の資産   

投資有価証券 3,472 3,107

長期貸付金 694 694

繰延税金資産 65 114

その他 3,617 3,625

貸倒引当金 △72 △72

投資その他の資産合計 7,778 7,470

固定資産合計 69,791 72,125

資産合計 116,635 118,775



（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 16,131 14,608

短期借入金 9,573 8,933

未払法人税等 143 328

賞与引当金 548 1,267

役員賞与引当金 11 1

製品保証引当金 1,781 1,793

その他 7,444 6,694

流動負債合計 35,633 33,628

固定負債   

長期借入金 30,851 32,427

繰延税金負債 213 87

退職給付引当金 829 819

役員退職慰労引当金 80 356

製品保証引当金 436 436

負ののれん 285 302

その他 345 134

固定負債合計 33,043 34,564

負債合計 68,676 68,192

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,136 8,136

資本剰余金 10,925 10,925

利益剰余金 30,177 31,455

自己株式 △477 △477

株主資本合計 48,761 50,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 447 226

繰延ヘッジ損益 1 －

為替換算調整勘定 △950 527

評価・換算差額等合計 △501 753

少数株主持分 △301 △210

純資産合計 47,958 50,582

負債純資産合計 116,635 118,775



（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 23,695

売上原価 16,800

売上総利益 6,895

販売費及び一般管理費 6,920

営業損失（△） △25

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 29

為替差益 164

その他 80

営業外収益合計 278

営業外費用  

支払利息 166

その他 24

営業外費用合計 191

経常利益 62

特別利益  

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 38

投資有価証券評価損 7

たな卸資産評価損 650

事業整理損 78

特別損失合計 775

税金等調整前四半期純損失（△） △712

法人税、住民税及び事業税 91

法人税等調整額 143

法人税等合計 234

少数株主損失（△） △51

四半期純損失（△） △895



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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損失（△） △712

減価償却費 1,614

のれん償却額 9

製品保証引当金の増減額（△は減少） △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10

受取利息及び受取配当金 △33

支払利息 166

為替差損益（△は益） △177

固定資産除却損 38

たな卸資産評価損 650

事業整理損失 78

売上債権の増減額（△は増加） 6

たな卸資産の増減額（△は増加） △434

仕入債務の増減額（△は減少） 1,676

その他 115

小計 2,996

利息及び配当金の受取額 67

利息の支払額 △128

法人税等の支払額 △235

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,699

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 △686

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △8

投資有価証券の取得による支出 △0

貸付金の回収による収入 1

その他 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △704

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） 1,271

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △2,006

配当金の支払額 △368

少数株主への配当金の支払額 △1

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △904

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,062

現金及び現金同等物の期首残高 5,259

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,322



　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）　

 
外装材事業

（百万円）

住宅機材及び
その他事業

（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 20,290 3,404 23,695 ― 23,695

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ―

計 20,290 3,404 23,695 ― 23,695

営業利益又は営業損失（△） △66 523 457 (482) △25

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、製品の種類・性質及び用途等の類似性を考慮し、区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

外装材事業 窯業系及び金属系外壁材並びに同関連製品、屋根材、耐火野地板

住宅機材及びその他事業
押入れユニット、その他住宅機器、付属部材、自動車内装用ボード、フロ

アー養生板、成型用マット

３．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）を適用しております。これにより、「外装材事業」の営業損失は24百万円少なく、「住宅機材及

びその他事業」の営業利益は12百万円少なく計上されております。

（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）

　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）を適用しております。これによる損益への影響は軽微であ

ります。

（追加情報）　

　当第１四半期連結会計期間より、平成20年度の法人税法改正による法定耐用年数の見直しに伴い、機械装

置等について耐用年数を変更しております。この変更に伴い、前第１四半期連結会計期間と同一の方法によっ

た場合と比較して、「外装材事業」の営業損失は１億22百万円多く、「住宅機材及びその他事業」の営業利

益は３百万円少なく計上されております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 23,668

Ⅱ　売上原価 15,869

売上総利益 7,799

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,991

営業利益 807

Ⅳ　営業外収益 250

　受取利息 14

　受取配当金 40

　その他 194

Ⅴ　営業外費用 333

　支払利息 151

　開業費償却 173

　その他 8

経常利益 724

Ⅵ　特別利益 0

　固定資産売却益 0

　投資有価証券売却益 0

Ⅶ　特別損失 10

　固定資産除却損 10

税金等調整前四半期純利益 714

法人税、住民税及び事業税 60

法人税等調整額 377

少数株主損失（△） △7

四半期純利益 283



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　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 714

減価償却費 1,369

のれん償却額 50

製品保証引当金の増減額（△は減少） 28

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 151

固定資産除却損 10

売上債権の増減額（△は増加） 4,832

たな卸資産の増減額（△は増加） △988

仕入債務の増減額（△は減少） 413

その他 △30

小計 6,496

利息及び配当金の受取額 81

利息の支払額 △141

法人税等の支払額 △1,467

製品保証費の支払額 △195

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,774

Ⅱ　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 △4,185

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △23

投資有価証券の取得による支出 △40

投資有価証券の売却による収入 463

貸付金の回収による収入 1

関係会社株式の取得による支出 △70

その他 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,848



 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　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） △1,073

長期借入による収入 1,771

長期借入金の返済による支出 △1,799

配当金の支払額 △484

少数株主への配当金の支払額 △3

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,591

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △669

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,271

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等物の
期首残高

173

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末残高 11,774

  



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年６月30日）

 
外装材事業

（百万円）

住宅機材及び
その他事業

（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 20,127 3,541 23,668 ― 23,668

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ―

計 20,127 3,541 23,668 ― 23,668

営業費用 19,427 2,982 22,410 451 22,861

営業利益 699 558 1,258 (451) 807

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、製品の種類・性質及び用途等の類似性を考慮し、区分しております。

　　　　２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

外装材事業 窯業系及び金属系外壁材並びに同関連製品、屋根材、耐火野地板

住宅機材及びその他事業
押入れユニット、その他住宅機器、付属部材、自動車内装用ボード、フロ

アー養生板、成型用マット

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は451百万円であります。

その主なものは、当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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