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1. 平成21年３月期第３四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年12月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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３四半期 34,506 ― 226 ― 291 ― 10 ―

20年３月期第３四半期 36,144 △8.4 1,283 △22.3 1,264 △28.7 450 △34.7

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３四半期 0 47 ― ―
20年３月期第３四半期 21 80 ― ―

 (2) 連結財政状態

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３四半期 47,154 26,174 47.7 1,090 32

   20年３月期 46,889 26,921 49.5 1,125 05

(参考) 自己資本 21年３月期第３四半期 22,497百万円 20年３月期 23,218百万円

2. 配当の状況

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 ―― ７ 50 ―― ７ 50 15 00

21年３月期 ―― ４ 00 ―― ――
11 50

21年３月期(予想) ―― ―― ―― ７ 50

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）

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 45,000 △6.3 410 △72.7 590 △66.0 130 △78.2 ６ 30
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  [(注) 詳細は、５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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

 １.本資料において記載しております業績予想は、現時点で平成20年11月13日公表の通期連結業績予想に
変更はありませんが、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  
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。 

  
  
  

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、５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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

21年３月期第３四半期 20,688,425株 20年３月期 20,688,425株

21年３月期第３四半期 55,052株 20年３月期 50,875株

21年３月期第３四半期 20,636,223株 20年３月期第３四半期 20,642,608株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、原油価格に代表される資源価格の未曾有の急騰で始まり
ました。その後、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界的な金融危機により、欧米景気が大
きく減速し、景気の牽引役であった輸出が激減しました。更に、輸出の落込みに、円高が追い討ちをかけ
たため、企業業績は急速に悪化し、企業の設備投資や個人消費が手控えられ、回復の兆しのあった個人の
住宅投資も秋口から減少に転じることになりました。 
 景気後退期に突入する中、住宅業界にあって、新設住宅着工（平成20年４月から12月）は、戸数ベース
で前年同期を7.4％上回る840千戸、床面積ベースで3.6％増加の69,564千㎡となり、建築基準法改正の影
響で大きく落ち込んだ前年同期を、全体として上回る結果となりました。 
 このような環境下、10月１日から製品価格を改定する一方、引続き生産コストや諸経費の見直しにも着
手し、グループ一丸となって収益確保に努めましたが、原料価格の高止まりもあり、大幅な減益を余儀な
くされる結果となりました。 
 売上高につきましては、主力の建築資材部門での売上が伸び悩み、34,506百万円（前年同期比4.5％
減）となりました。 
 一方、利益につきましては、売上高の減少や原材料価格の高止まりの影響もあり、売上総利益7,654百
万円（前年同期比14.3％減）、営業利益226百万円（同82.4％減）、経常利益291百万円（同77.0％減）と
なり、売上高経常利益率は0.8％でした。なお、四半期純利益は10百万円となりました。 
  

主力の建築資材部門の売上は、23,901百万円（前年同期比3.9％減）で、売上高全体では、69.3％を占
めました。 
 うち外装建材は、5,602百万円（同2.7％増）でした。窯業系外装材は伸び悩みましたが、樹脂製瓦桟・
透湿防水シート材は好調に推移しました。 
 内装建材は、7,987百万円（同0.8％減）でした。壁装材・開口枠材は伸び悩みましたが、浴室用パネル
は堅調な伸びを示しました。 
 床関連材は、7,698百万円（同6.1％減）でした。機能束・床タイルは伸び悩みましたが、床仕上げ材は
順調に推移しました。 
 システム建材は、2,615百万円（同17.5％減）でした。リフォーム用膜天井工法が伸び悩みました。 

  

産業資材部門の売上は、5,529百万円（前年同期比6.6％減）で、売上高全体の16.0％を占めました。住
宅設備部材は伸び悩みましたが、情報機器部材は好調に推移しました。 
 また、産業資材部門における受注残高は当第３四半期連結累計期間末421百万円で、産業資材部門の月
平均製品売上高の0.6ヶ月分に相当しております。 
  

その他部門の売上は、5,076百万円（前年同期比5.3％減）で、売上高全体の14.7％を占めました。 
  

  

・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

（１）業績全般の概況

（２）事業の種類別概況

○建築資材部門

○産業資材部門

○その他部門

3



第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ265百万円増加しました。流動資産では、受
取手形及び売掛金が2,458百万円増加（当第３四半期末日が休日のため期末未決済売上債権残高2,371百万
円含む）しましたが、商品及び製品は391百万円減少しました。固定資産では、有形固定資産が767百万円
増加しました。 
 負債は、前連結会計年度末に比べ1,012百万円増加しました。流動負債では、短期借入金が162百万円増
加する一方、未払法人税等は178百万円減少しました。固定負債では長期借入金が275百万円減少しまし
た。 
 純資産は、配当金の支払による利益剰余金の減少やその他有価証券評価差額金の減少などにより、747
百万円の減少となりました。自己資本は22,497百万円となり、自己資本比率は47.7％となりました。 
  

  

現時点におきまして平成20年11月13日発表の通期連結業績予想に変更はありませんが、 
実際の業績は、今後様々要因によって予想数値と異なる場合があります。 
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

  資産、負債および純資産の状況

3. 連結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。 
  

  

一部の連結会社における法人税等の納付額の算定に関しては、税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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。 

  

通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価について、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、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。この結果、従来の方法に比
べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ43百万円減少しております。 

  

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。なお、この変更による損益
への影響はありません。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日
（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員
会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財
務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの
会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
なお、リース取引開始日が適用初年度前のリース取引で、これらの会計基準に基づき所有権移転外フ
ァイナンス・リース取引と判定されたものについては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。 
この変更による損益への影響はありません。 

  

  

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)

(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

法人税の算定方法

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

③「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

④リース取引に関する会計基準の適用
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,609 7,158

受取手形及び売掛金 19,717 17,259

商品及び製品 3,800 4,191

仕掛品 1,072 778

原材料及び貯蔵品 1,104 962

未収入金 1,186 1,242

繰延税金資産 530 454

その他 214 174

貸倒引当金 △48 △131

流動資産合計 32,185 32,088

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,424 3,994

機械装置及び運搬具（純額） 2,534 2,247

工具、器具及び備品（純額） 561 619

土地 2,307 2,310

その他（純額） 169 57

有形固定資産合計 9,994 9,227

無形固定資産 277 150

投資その他の資産   

投資有価証券 2,386 3,210

前払年金費用 344 310

繰延税金資産 1,380 1,293

その他 590 1,147

貸倒引当金 △1 △537

投資その他の資産合計 4,697 5,423

固定資産合計 14,969 14,800

資産合計 47,154 46,889
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 14,895 13,600

短期借入金 509 347

1年内返済予定の長期借入金 300 300

未払金 204 185

未払法人税等 73 251

未払費用 917 871

賞与引当金 278 618

役員賞与引当金 3 10

その他 799 554

流動負債合計 17,979 16,736

固定負債   

長期借入金 667 942

リース債務 196 －

長期未払金 357 518

退職給付引当金 213 204

役員退職慰労引当金 1,569 1,568

固定負債合計 3,002 3,232

負債合計 20,980 19,968

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,194 2,194

資本剰余金 1,511 1,511

利益剰余金 19,369 19,568

自己株式 △30 △29

株主資本合計 23,044 23,244

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △455 △15

為替換算調整勘定 △92 △10

評価・換算差額等合計 △547 △25

少数株主持分 3,677 3,702

純資産合計 26,174 26,921

負債純資産合計 47,154 46,889
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 34,506

売上原価 26,852

売上総利益 7,654

販売費及び一般管理費  

運送費及び保管費 1,950

広告宣伝費 352

役員報酬 186

従業員給料 1,545

賞与引当金繰入額 283

減価償却費 195

賃借料 581

その他 2,335

販売費及び一般管理費合計 7,428

営業利益 226

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 50

持分法による投資利益 26

その他 160

営業外収益合計 243

営業外費用  

支払利息 19

為替差損 14

その他 145

営業外費用合計 178

経常利益 291

特別利益  

貸倒引当金戻入額 121

償却債権取立益 39

その他 1

特別利益合計 161

特別損失  

固定資産除却損 10

投資有価証券評価損 10

役員退職慰労金 5

たな卸資産評価損 23

その他 3

特別損失合計 51

税金等調整前四半期純利益 401

法人税、住民税及び事業税 110

法人税等調整額 197

法人税等合計 307

少数株主利益 84

四半期純利益 10
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 401

減価償却費 1,170

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △340

貸倒引当金の増減額（△は減少） △619

長期未払金の増減額（△は減少） △160

受取利息及び受取配当金 △57

支払利息 19

為替差損益（△は益） 13

持分法による投資損益（△は益） △26

有形固定資産除却損 10

投資有価証券評価損益（△は益） 10

売上債権の増減額（△は増加） △2,462

たな卸資産の増減額（△は増加） △56

仕入債務の増減額（△は減少） 1,298

その他 98

小計 △693

利息及び配当金の受取額 84

利息の支払額 △23

法人税等の支払額 △288

営業活動によるキャッシュ・フロー △920

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 △1,680

投資有価証券の取得による支出 △104

その他 526

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,257

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） 173

長期借入金の返済による支出 △275

配当金の支払額 △208

少数株主への配当金の支払額 △7

その他 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △333

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,549

現金及び現金同等物の期首残高 7,158

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,609

9



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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(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
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前四半期に係る財務諸表等 

(1) 四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科目

前第３四半期

(自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 36,144

Ⅱ 売上原価 27,210

   売上総利益 8,934

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,651

   営業利益 1,283

Ⅳ 営業外収益 313

Ⅴ 営業外費用 332

   経常利益 1,264

Ⅵ 特別利益 69

Ⅶ 特別損失 106

   税金等調整前四半期純利益 1,227

   法人税、住民税及び事業税 249

   法人税等調整額 342

   少数株主利益 186

   四半期純利益 450
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

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 1,227

   減価償却費 1,103

   退職給付引当金の増減額(減少：△) 10

   役員退職引当金の増減額(減少：△) △83

   賞与引当金の増減額(減少：△) △313

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 2

   長期未払金の増減額(減少：△) △172

   受取利息及び受取配当金 △50

   支払利息 26

   為替差損 4

   為替差益 △0

   株式交換譲渡益 △22

   投資有価証券売却益 △38

   投資有価証券売却損 1

   有形固定資産売却益 △2

   有形固定資産除却損、売却損 90

   売上債権の増減額(増加：△) △1,341

   たな卸資産の増減額(増加：△) △356

   仕入債務の増減額(減少：△) △652

   持分法による投資損益(益：△) △28

   その他 474

    小計 △121

   利息及び配当金の受取額 66

   利息の支払額 △29

   法人税等の支払額 △695

   営業活動によるキャッシュ・フロー △780
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前第３四半期

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   投資有価証券の売却による収入 121

   投資有価証券の取得による支出 △429

   有形固定資産の売却による収入 11

   有形固定資産の取得による支出 △686

   その他 △115

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,099

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増減額(減少：△) △1,193

   長期借入金の借入による収入 1,000

   長期借入金の返済による支出 △187

   自己株式の取得による支出 △5

   少数株主持分への配当金の支払額 △23

   配当金の支払額 △271

   財務活動によるキャッシュ・フロー △679

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る為替換算差額 △4

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(減少)額 △2,562

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 7,391

Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高 4,829
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