
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 セメダイン株式会社 上場取引所 東 

コード番号 4999 URL http://www.cemedine.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 荒井 進

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 猪瀬 一弘 TEL 03-3442-1381
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 4,463 △12.6 △63 ― △83 ― △68 ―

21年3月期第1四半期 5,108 ― 14 ― 10 ― △4 ―

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

22年3月期第1四半期 △4.63 ―

21年3月期第1四半期 △0.27 ―

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

22年3月期第1四半期 16,650 8,047 47.9 537.62
21年3月期 17,137 8,079 46.7 539.16

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,975百万円 21年3月期  7,998百万円

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

21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

第2四半期 
連結累計期間

9,200 △14.8 80 △34.1 50 △57.8 10 ― 0.67

通期 18,500 △8.1 210 ― 150 ― 50 ― 3.37

－ 1 －



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） 

(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 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績
の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 15,167,000株 21年3月期  15,167,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  332,222株 21年3月期  331,605株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 14,834,959株 21年3月期第1四半期 14,856,317株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融・経済危機による景気の停滞が続き、一部に輸出と

生産の下げ止まりが見られましたものの、企業の設備投資の減少や個人消費の減退など、引き続き厳しい

状況で推移いたしました。 

当社グループ関連業界におきましては、在庫調整の進捗等により一部工業関連市場に回復の兆しが見ら

れるものの、建築関連業界の不振が継続し、経済活動の縮小に伴い物量は減少しております。更に直前四

半期(平成21年１月～３月)の原油・ナフサ価格等の下落による原材料・副資材の値下がり効果は当第１四

半期としては未だ限定的であることもあり、厳しい状況となっております。 

このような環境のもと、当社グループでは、環境対策品、高機能品等の新製品開発、ブランドイメージ

の強化策などを進めると共に、厳しい外部環境に対応できる企業体質を構築するため徹底的なコスト構造

の見直しによる業務改革に努めてまいりました。 

建築土木関連市場におきましては、新設住宅着工戸数は大幅な前年割れの状況が続いており、住宅投資

意欲の低下に加え、公共工事や設備投資の減少などにより、一層の厳しい状況となっております。リフォ

ーム市場への注力や建築現場市場での物件獲得がありましたものの、売上高は2,147百万円(前年同期比

7.3％減)となりました。 

一般消費者関連市場におきましては、大手ホームセンターを中心に、節約・省資源や低価格偏重指向に

よる市場価格のデフレ傾向が続いております。セメダインスーパーＸシリーズやホビー関連市場向け製品

の拡販に努めましたものの、売上高は1,182百万円(前年同期比1.9％減)となりました。 

工業関連市場におきましては、直前四半期(平成21年１月～３月)に比べますと在庫調整が進み復調の兆

しが見られる市場及び中国向けを中心とした輸出の回復基調もありますものの、前年同期との比較におい

ては、世界的な経済活動の縮小を反映した極めて厳しい状況が続いております。新規市場への開拓テーマ

を各種推進してまいりましたものの、売上高は1,132百万円(前年同期比28.6％減)となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は4,463百万円(前年同期比12.6％減)、営業損

失は63百万円(前年同期営業利益14百万円)、経常損失は83百万円(前年同期経常利益10百万円)、四半期純

損失68百万円(前年同期四半期純損失４百万円)となりました。 

  
  

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末と比較し472百万円減少し10,826百万円となりました。これは主に、現

金及び預金が151百万円、商品及び製品が266百万円減少したことによります。 

固定資産は、主に減価償却による有形固定資産の減少により前連結会計年度末と比較し14百万円減少し

5,814百万円となりました。 

この結果、総資産は前連結会計年度末と比較し486百万円減少し16,650百万円となりました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末と比較し446百万円減少し6,287百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金が322百万円、賞与引当金が78百万円減少したことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比較し８百万円減少し2,315百万円となりました。これは主に、退職

給付引当金が14百万円減少したことによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比較し454百万円減少し8,602百万円となりました。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて32万円減少し8,047百万円となりました。これは主に、四半期純

損失の計上や配当の実施により利益剰余金が98百万円減少し、その他有価証券評価差額金が60百万円増加

したことによります。 

  

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の国内経済は、引き続き厳しい状況が続くものと思われますが、当第１四半期連結会計期間の業績

は概ね当初の予想の範囲内で推移しており、第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、

平成21年５月８日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。 

  

  
  

該当事項はありません。 

(簡便な会計処理) 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

② 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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

する方法によっております。 

④ 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は、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ので、前連結会計年度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っております。 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

① 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を法人税等として一括で表示しております。

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,425,085 3,576,742

受取手形及び売掛金 5,415,412 5,482,006

商品及び製品 1,042,663 1,308,670

仕掛品 192,294 194,255

原材料及び貯蔵品 469,855 392,854

その他 296,467 359,030

貸倒引当金 △15,388 △15,022

流動資産合計 10,826,391 11,298,539

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,160,535 2,206,127

その他（純額） 1,625,724 1,654,541

有形固定資産合計 3,786,260 3,860,669

無形固定資産 229,716 236,230

投資その他の資産   

投資有価証券 935,051 839,953

その他 887,380 950,353

貸倒引当金 △23,636 △58,352

投資その他の資産合計 1,798,795 1,731,953

固定資産合計 5,814,771 5,828,853

繰延資産 8,927 9,668

資産合計 16,650,091 17,137,061

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,652,975 4,975,786

短期借入金 648,000 648,000

未払法人税等 18,103 26,695

賞与引当金 115,211 193,603

その他 852,917 890,011

流動負債合計 6,287,207 6,734,098

固定負債   

長期借入金 432,000 432,000

退職給付引当金 1,190,569 1,204,582

その他 693,067 687,087

固定負債合計 2,315,637 2,323,669

負債合計 8,602,844 9,057,767
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,050,375 3,050,375

資本剰余金 2,676,947 2,676,947

利益剰余金 2,471,172 2,569,497

自己株式 △108,148 △107,953

株主資本合計 8,090,347 8,188,866

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,224 △45,117

為替換算調整勘定 △130,049 △145,123

評価・換算差額等合計 △114,824 △190,241

新株予約権 9,454 6,302

少数株主持分 62,270 74,364

純資産合計 8,047,247 8,079,293

負債純資産合計 16,650,091 17,137,061
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,108,928 4,463,124

売上原価 3,846,071 3,392,092

売上総利益 1,262,856 1,071,031

販売費及び一般管理費 1,248,619 1,134,756

営業利益又は営業損失（△） 14,237 △63,725

営業外収益   

受取利息 1,172 1,383

受取配当金 6,538 6,681

持分法による投資利益 18,280 －

その他 13,450 12,947

営業外収益合計 39,441 21,012

営業外費用   

支払利息 4,709 4,382

売上割引 19,565 17,335

持分法による投資損失 － 4,576

支払補償費 10,130 7,245

その他 8,662 7,383

営業外費用合計 43,067 40,922

経常利益又は経常損失（△） 10,612 △83,635

特別利益   

固定資産売却益 13,671 －

特別利益合計 13,671 －

特別損失   

固定資産除却損 905 10,396

投資有価証券評価損 1,297 －

特別損失合計 2,202 10,396

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（△）

22,081 △94,032

法人税等 20,205 △24,490

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,941 △888

四半期純損失（△） △4,065 △68,653
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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