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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 472,479 △9.1 9,857 △27.6 12,182 △15.6 △9,898 ―

21年3月期第2四半期 520,037 ― 13,607 ― 14,433 ― 6,134 ―

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2四半期 △35.49 ―

21年3月期第2四半期 22.00 ―

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2四半期 1,045,232 520,971 49.4 1,850.32
21年3月期 1,048,837 533,073 50.6 1,903.69

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  516,049百万円 21年3月期  530,945百万円

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

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

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

22年3月期 ― 20.00

22年3月期 
（予想）

― 20.00 40.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,000,000 △4.5 22,000 △14.1 23,000 3.7 △5,000 ― △17.93
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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 

本資料で記載されている業績予想は、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。よっ
て、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは大きく異なる可能性があります。 

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） 22年3月期第2四半期 313,054,255株 21年3月期  313,054,255株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  34,156,670株 21年3月期  34,150,762株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 278,900,082株 21年3月期第2四半期 278,917,718株
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  当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益の低下を背景に設備投資が減少し、雇用や所得環境の

悪化傾向から消費に回復感も無く、非常に厳しい状況にありました。公共投資や輸出の増加から景気に底入れがみら

れるものの、依然として先行きは不透明であります。住宅業界においても、新設住宅着工戸数が水準を大きく切り下

げるなど、極めて低調に推移しました。 

  当社グループでは、成長戦略の遂行や海外移転などによるコスト競争力の強化に取り組むほか、戦略投資として、

アメリカンスタンダードのアジア事業部門買収やサンウエーブ工業株式会社との業務資本提携を行うなど、中期方針

に基づく諸施策を着実に実行してまいりました。しかしながら、需要の低迷や競争の激化など悪化する事業環境のも

と、当第２四半期連結累計期間の業績は低水準の収益状況となりました。 

  当第２四半期連結累計期間の売上高は４，７２４億７９百万円（前年同期比９．１％減）、営業利益はコスト削減

や販管費の圧縮などに努めましたが９８億５７百万円（前年同期比２７．６％減）、経常利益は営業外収支の好転が

あったものの１２１億８２百万円（前年同期比１５．６％減）と減収減益でありました。四半期純利益は、多額の減

損損失や工場再編関連損失を特別損失に計上したことなどから９８億９８百万円の損失（前年同期は６１億３４百万

円の四半期純利益）となりました。 

  

  セグメント別の概況は次のとおりであります。なお、従来、住宅関連事業、ビル関連事業及びその他事業に区分し

ておりましたが、前連結会計年度末において、金属製建材事業、水回り設備事業、その他建材・設備事業、流通・小

売り事業及び住宅・不動産他事業に変更しております。このため、前年同期との比較は、従来の事業区分を当第２四

半期連結累計期間の事業区分に組替えて行っております。 

［金属製建材事業］ 

  金属製建材事業においては、持家住宅着工などが低調に推移したことから、売上高は１，７８２億２３百万円（前

年同期比９．５％減）と減収でありましたが、生産の海外移転効果なども寄与し、営業利益は７９億８２百万円（前

年同期比９．１％増）と増益を達成することができました。 

  

［水回り設備事業］ 

  水回り設備事業においては、集合住宅の着工低迷に伴い浴室及び厨房機器が不振だったことから、売上高は１，３

１１億７５百万円（前年同期比８．２％減）と減収でありましたが、諸経費削減活動の効果により、営業利益は３１

億４７百万円（前年同期比０．４％減）と前年同期並みの水準を確保することができました。 

  

［その他建材・設備事業］ 

  その他建材・設備事業においては、建築投資低迷などの影響を受けたことから、売上高は７４３億９９百万円（前

年同期比１６．０％減）と減収、利益面では１２億１６百万円の営業損失（前年同期は１０億１５百万円の営業利

益）となりました。 

  

［流通・小売り事業］ 

  流通・小売り事業においては、大型ホームセンターを出店するほか、業務効率の改善を図り収益性の向上に努めた

結果、売上高は６９０億６７百万円（前年同期比３．９％増）、営業利益は２５億７０百万円（前年同期比２０．

３％増）と増収増益を実現することができました。 

  

 [住宅・不動産他事業] 

  住宅・不動産他事業においては、住宅投資や不動産市況低迷に加えソリューション事業の構造変化もあって厳しい

収益状況となりました。売上高は２４３億９２百万円（前年同期比１６．２％減）と減収、利益面では１７億７４

百万円の営業損失（前年同期は７億９百万円の営業利益）でありました。 

  

  なお、事業別の売上高及び営業損益は、消去又は全社控除前であり、合計は連結売上高及び連結営業利益と一致し

ておりません。 

   

【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
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、Ｍ＆Ａに伴う無形固定資産などの増加があったものの、売上の低迷によ

り運転資産が、減損損失の計上により有形固定資産が減少したことから、前期末に比し３６億４百万円減少の１兆４

５２億３２百万円となりました。なお、純資産は５，２０９億７１百万円、自己資本比率は４９．４％であります。

キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、２８０億８８百万円を確保することができま

した。税金等調整前四半期純利益はマイナスでしたが減損損失などの非資金項目に起因するものであったほか、法人

税等の支払額減少などにより、前年同期に比べ３２億５４百万円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資やＭ＆Ａ関連資金を支出をしたことなどから△２６５億４８百万

円となりました。前年同期に比べて９３億２４百万円の支出増加であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払のほか、長期借入金の返済と調達や社債の発行をしたことなど

から△６２億１３百万円となりました。前年同期に比べて４１億２６百万円の支出増加であります。 

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べて１７億３百万円減少の７２

２億６９百万円であります。 

  

  今後の見通しについては、内外の経済刺激策効果に支えられた景気回復の持続性は不透明であり、住宅投資にも改

善の兆しはみられず、当面低調な動きを続けるものと考えられます。これらの経営環境と上期に実施した諸施策を勘

案して、平成２１年４月３０日に公表した通期の業績予想の修正を行っております。 

※「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照願います。 

  

該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

一部の項目について簡便な会計処理を適用しておりますが、重要なものはありません。  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は2,569百万円増加、営業利益及び経常利益はそれぞれ249百万円増加、税金等調整前四

半期純損失は249百万円減少しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 92,191 87,887

受取手形及び売掛金 212,122 213,692

有価証券 30,986 40,988

商品及び製品 88,530 89,129

仕掛品 11,760 13,982

原材料及び貯蔵品 27,047 25,988

その他のたな卸資産 13,345 12,445

短期貸付金 8,234 9,470

繰延税金資産 16,294 14,932

その他 33,633 31,946

貸倒引当金 △4,672 △4,756

流動資産合計 529,475 535,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 382,953 380,681

減価償却累計額 △234,451 △230,394

建物及び構築物（純額） 148,501 150,287

機械装置及び運搬具 261,697 251,957

減価償却累計額 △208,031 △198,597

機械装置及び運搬具（純額） 53,665 53,360

土地 178,038 185,135

建設仮勘定 4,458 5,194

その他 68,408 63,069

減価償却累計額 △54,715 △50,642

その他（純額） 13,693 12,426

有形固定資産合計 398,357 406,403

無形固定資産   

のれん 4,659 －

その他 13,478 8,220

無形固定資産合計 18,137 8,220

投資その他の資産   

投資有価証券 34,630 33,749

長期貸付金 3,026 4,570

繰延税金資産 10,305 9,342

その他 72,387 70,923

貸倒引当金 △21,087 △20,080

投資その他の資産合計 99,261 98,504

固定資産合計 515,757 513,129

資産合計 1,045,232 1,048,837
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 115,587 120,246

短期借入金 58,783 105,805

1年内償還予定の社債 155 30

未払費用 39,227 38,931

未払法人税等 6,771 4,714

賞与引当金 16,091 15,066

工場再編関連損失引当金 1,897 354

その他 59,956 61,020

流動負債合計 298,469 346,169

固定負債   

社債 50,350 35,000

長期借入金 123,847 84,557

退職給付引当金 12,103 11,533

役員退職慰労引当金 956 1,119

繰延税金負債 4,940 4,956

負ののれん 1,819 651

その他 31,775 31,776

固定負債合計 225,792 169,594

負債合計 524,261 515,764

純資産の部   

株主資本   

資本金 68,121 68,121

資本剰余金 259,703 259,703

利益剰余金 256,414 272,464

自己株式 △63,759 △63,752

株主資本合計 520,478 536,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,523 1,368

繰延ヘッジ損益 △437 △409

為替換算調整勘定 △6,514 △6,552

評価・換算差額等合計 △4,429 △5,592

少数株主持分 4,921 2,128

純資産合計 520,971 533,073

負債純資産合計 1,045,232 1,048,837
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 520,037 472,479

売上原価 365,437 327,640

売上総利益 154,600 144,838

販売費及び一般管理費 140,993 134,981

営業利益 13,607 9,857

営業外収益   

受取利息 1,004 606

受取配当金 749 868

受取賃貸料 2,955 2,971

負ののれん償却額 217 218

持分法による投資利益 － 334

デリバティブ評価益 373 664

その他 1,471 1,604

営業外収益合計 6,770 7,268

営業外費用   

支払利息 1,749 1,904

為替差損 799 88

賃貸収入原価 2,390 2,225

その他 1,003 724

営業外費用合計 5,943 4,943

経常利益 14,433 12,182

特別利益   

固定資産売却益 14 76

投資有価証券売却益 4 1

関係会社株式売却益 1 －

抱合せ株式消滅差益 － 78

特別利益合計 19 157

特別損失   

固定資産除売却損 783 1,153

投資有価証券評価損 232 252

関係会社株式評価損 24 1,013

投資有価証券売却損 27 －

工場再編関連損失 498 3,905

減損損失 1,459 12,712

抱合せ株式消滅差損 7 －

特別損失合計 3,033 19,038

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（△）

11,420 △6,698

法人税、住民税及び事業税 7,102 6,006

法人税等調整額 △1,883 △2,810

法人税等合計 5,218 3,195

少数株主利益 67 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,134 △9,898
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

11,420 △6,698

減価償却費 17,064 15,780

減損損失 1,459 12,712

負ののれん償却額 △217 △218

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,436 174

工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) △88 1,543

退職給付引当金の増減額（△は減少） △459 △257

前払年金費用の増減額（△は増加） 116 362

受取利息及び受取配当金 △1,753 △1,475

支払利息 1,749 1,904

為替差損益（△は益） △102 106

持分法による投資損益（△は益） － △334

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 278 1,263

固定資産除売却損益（△は益） 769 1,077

売上債権の増減額（△は増加） 17,784 12,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,999 4,477

仕入債務の増減額（△は減少） △6,068 △11,605

その他 448 △582

小計 34,839 30,593

利息及び配当金の受取額 1,680 1,391

利息の支払額 △1,761 △1,903

法人税等の支払額 △9,924 △1,992

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,834 28,088

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 6,401 △5,280

有価証券の取得による支出 △40,396 △71,482

有価証券の売却による収入 33,998 81,484

有形及び無形固定資産の取得による支出 △18,502 △15,210

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,776 274

投資有価証券の取得による支出 △1,265 △4,138

投資有価証券の売却及び償還による収入 20 24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △8,493

短期貸付金の増減額（△は増加） △110 932

長期貸付けによる支出 △1,504 △247

長期貸付金の回収による収入 991 928

その他の支出 △917 △5,897

その他の収入 2,285 559

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,223 △26,548
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

1,788 △1,163

連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) △2,492 △2,799

長期借入金の返済による支出 △5,569 △52,035

長期借入れによる収入 10,000 41,000

リース債務の返済による支出 △83 △405

社債の償還による支出 △15 △85

社債の発行による収入 － 14,925

自己株式の処分による収入 3 0

自己株式の取得による支出 △18 △8

配当金の支払額 △5,578 △5,578

少数株主への配当金の支払額 △120 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,086 △6,213

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,516 △4,457

現金及び現金同等物の期首残高 52,679 73,973

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 401 2,488

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

19 265

現金及び現金同等物の四半期末残高 58,616 72,269
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）事業区分の変更 

従来、事業区分については、市場の類似性を考慮した区分により、住宅関連事業、ビル関連事業及びその他事業に

区分しておりましたが、前連結会計年度末より、金属製建材事業、水回り設備事業、その他建材・設備事業、流

通・小売り事業及び住宅・不動産他事業に変更しております。 

この変更は、近年における事業環境及び市場ニーズの変化に伴う当社グループの各事業規模及び構成の変化等に加

え、前連結会計年度から開始した「新中期経営計画」により当社グループの事業ドメインの位置付けを見直したこ

とに伴い、前連結会計年度末に当社グループの事業ドメイン別業績管理制度が整備されたことにより、事業内容を

より適切に開示できると判断したことによるものであります。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を当第２四半期連結累計期間の事業区分によった場合の事業の

種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
住宅関連事業 
（百万円） 

ビル関連事業
（百万円） 

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 
 409,092  105,707  5,237  520,037  －  520,037

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  409,092  105,707  5,237  520,037  －  520,037

営業利益（△損失）  17,520  △2,713  △468  14,338  (731)  13,607

  
金属製建
材事業 
(百万円) 

水回り設
備事業  
(百万円)

その他建
材・設備
事業 

(百万円)

流通・小
売り事業
(百万円)

住宅・不
動産他 
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 
 176,641  129,838  73,619  68,614  23,766  472,479  －  472,479

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,582  1,337  780  452  625  4,778  △4,778  －

計  178,223  131,175  74,399  69,067  24,392  477,258  △4,778  472,479

営業利益（△損失）  7,982  3,147  △1,216  2,570  △1,774  10,709  (852)  9,857

  
金属製建
材事業 
(百万円) 

水回り設
備事業  
(百万円)

その他建
材・設備
事業 

(百万円)

流通・小
売り事業
(百万円)

住宅・不
動産他 
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 
 195,823  141,531  88,315  65,926  28,440  520,037 －  520,037

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,142  1,289  302  538  665  3,938  △3,938  －

計  196,966  142,821  88,618  66,464  29,106  523,976  △3,938  520,037

営業利益（△損失）  7,318  3,159  1,015  2,136  709  14,338  (731)  13,607

（６）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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 （四半期連結損益計算書関係） 

  

（７）注記事項

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

  ―――――――――――   当第２四半期連結累計期間において、次の資産につい

て固定資産減損損失を計上いたしました。 

  用途 外装建材製造設備 

場所 茨城県坂東市 他  

種類 

及び 

金額 

機械装置及び運搬具 40百万円

その他 36  

 計 76  

  用途 構造体製造設備 

場所 愛知県豊橋市 他  

種類 

及び 

金額 

機械装置及び運搬具 5百万円

その他  1  

 計 6  

  用途 ビル建材製造設備 

場所 茨城県土浦市 他  

種類 

及び 

金額 

機械装置及び運搬具 12百万円

その他  26  

 計 38  

  用途 介護付マンション 

場所 東京都世田谷区 

種類 

及び 

金額 

建物及び構築物  727百万円

土地 35  

その他  13  

 計 776  

  用途 小売店舗 

場所 千葉県山武市 他  

種類 

及び 

金額 

建物及び構築物  8百万円

その他  53  

 計 61  

  用途 遊休資産等 

場所 京都府綾部市 他  

種類 

及び 

金額 

建物及び構築物  1,432百万円

機械装置及び運搬具 3  

土地 10,315  

その他 0  

 計 11,752  
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前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

  （資産のグルーピングの方法） 

事業用資産については継続的に収支の把握を行ってい

る管理会計上の区分を考慮し、遊休資産等については

個別物件単位に資産をグルーピングしております。 

  （減損損失認識に至った経緯） 

外装建材事業、構造体事業、ビル建材事業、介護付マ

ンション及び小売店舗については業績が低迷し収益性

が著しく低下したため、遊休資産等については主とし

て需要環境の大幅な悪化を契機に構造改革の一環とし

て生産体制を見直したことに伴い閉鎖決定済工場など

が遊休状態となることから、当該資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し特別損失として計上したもので

あります。 

  （回収可能価額の算定について） 

小売店舗については使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを８％で割り引いて算定してお

ります。外装建材事業、構造体事業、ビル建材事業、

介護付マンション及び遊休資産等については正味売却

価額により測定しており、その評価は主として不動産

鑑定士の不動産鑑定評価額を使用しております。 
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