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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）

 (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 ％

22年３月期第２四半期 19,790 △13.6 426 － 559 － 341 －

21年３月期第２四半期 22,915 － △8 － 25 － △97 －

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 16 52 － －
21年３月期第２四半期 △4 68 － －

 (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

22年３月期第２四半期 43,401 26,507 52.7 1,108 77

 21年３月期 44,050 25,946 50.8 1,084 11

(参考) 自己資本 22年３月期第２四半期 22,874百万円  21年３月期 22,367百万円

2. 配当の状況

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 － 4 00 － 4 00 8 00

 22年３月期 － 7 50

 22年３月期(予想) － 7 50 15 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）

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 40,000 550 800 380 18 42
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  [(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） 

 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） 

 
  

 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、多分に不確定な要
素を含んでおります。実際の業績等は、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。な
お、上記予想に関する事項は、４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
報をご参照ください。 

  

  

  

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）
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

22年３月期第２四半期 20,688,425株 21年３月期 20,688,425株

22年３月期第２四半期 58,380株 21年３月期 56,684株

22年３月期第２四半期 20,630,796株 21年３月期第２四半期 20,635,883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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（１）業績全般の概況 
  
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産活動が上向くなど一部に景気底入れの兆しが見

られますが、一方で雇用情勢は依然として厳しい状況が続いており、個人所得の回復の遅れと消費の低迷
等により依然として予断を許さない状況が続いております。 
住宅業界にあっては、平成21年度４～９月の新設住宅着工は、戸数ベースで前年同期を33.9％下回る

384千戸、床面積ベースでは前年同期比30.5％減少の33,920千㎡となり、全体として極めて低水準に推移
しました。 
このような状況のもと、グループ一丸となって事業基盤の拡充を図るなど売上の増伸に努めましたが、

主力の建築資材部門での売上が伸び悩み、19,790百万円（前年同期比13.6％減）となりました。 
一方、利益面につきましては、プラスチック汎用樹脂を始めとする主原料調達コストの低減、販売費並

びに一般管理費の徹底的な見直しによるコスト削減等に着手した結果、売上総利益は4,980百万円（同
0.2％減）、営業利益は426百万円、経常利益は559百万円となり、売上高経常利益率は2.8％となりまし
た。また、四半期純利益は341百万円となりました。 
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。 
  
（２）事業の種類別概況 

○建築資材部門 

主力の建築資材部門の売上は、13,881百万円（前年同期比11.9％減）で、売上高全体では70.1％を占め
ました。 
うち外装建材は、3,274百万円（同10.7％減）でした。窯業系外装材・樹脂系耐候性外装材が伸び悩み

ましたが、防風透湿シート材・樹脂製瓦桟は堅調な伸びを示しました。 
内装建材は、4,501百万円（同13.4％減）でした。換気システム材・養生材が伸び悩みましたが、浴室

建材は比較的順調に推移しました。 
床関連材は、4,327百万円（同16.3％減）でした。床タイル材・OAフロア材が伸び悩みましたが、長尺

フロア材は好調に推移しました。 
システム建材は、1,778百万円（同2.7％増）でした。防蟻材が伸び悩みました。 
  
○産業資材部門 

産業資材部門の売上は、4,265百万円（前年同期比16.6％増）で、売上高全体の21.5％を占めました。
車両用部材・機器部材は伸び悩みましたが、情報機器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２四半期連結累計期間末581百万円で、産業資材部門の月

平均製品売上高の1.0ヶ月分に相当しております。 
  
○その他部門 

その他部門の売上は、1,644百万円（前年同期比52.9％減）で、売上高全体の8.3％を占めました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
  
当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ649百万円減少しました。流動資産では、

現金及び預金が294百万円減少する一方、仕掛品は39百万円増加しました。固定資産では、有形固定資産
が416百万円減少する一方、無形固定資産が135百万円増加しました。 
負債は、前連結会計年度末に比べ1,210百万円減少しました。流動負債では、支払手形及び買掛金が

1,388百万円減少する一方、未払費用が107百万円増加しました。固定負債では、長期借入金が150百万円
減少する一方、リース債務が124百万円増加しました。 
純資産は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金の増加などにより、561百万円の増加となりまし

た。自己資本は、22,874百万円となり、自己資本比率は52.7％となりました。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(2)キャッシュ・フローの状況 
  
当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの主な内容は次の通りです。 
先ず、営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費717百万円および棚卸資産の減少161百万円な

どの収入に対し、仕入債務の減少1,390百万円および長期未払金の減少93百万円などの支出により、合計
403百万円の収入となりました。前年同期比では394百万円収入が減少しました。 
次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、機械設備等の有形固定資産の取得460百万円および投資

有価証券の取得149百万円などの支出により、合計669百万円の支出となりました。前年同期比では212百
万円支出が増加しました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済150百万円などの支出により、合計39百万円

の支出となりました。前年同期比では160百万円支出が減少しました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、6,993百万円（前年同期比4.1％

減）となりました。 

  

平成21年10月29日に通期連結業績予想を修正いたしました。景気に底入れの兆しが足許に見られる一
方、住宅業界は新設住宅着工が極めて低水準で推移し、今年度の回復は見込み難い状況にありますので、
売上高予想を下方修正いたしました。一方、利益面につきましては、主原料調達コストの低減、販売費並
びに一般管理費の見直しによるコスト削減等により、営業利益・経常利益・当期純利益をいずれも上方修
正しております。 

  
  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
  
法人税の算定方法 

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。 
  
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。 

  

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）を当第１四半期連結会計期間より適用
し、当第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、当第２四半期連結累計期間の売上高は168百万円増加し、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14百万円増加しております。 
  

  

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 6,993 7,286

受取手形及び売掛金 15,095 15,146

商品及び製品 3,346 3,560

仕掛品 814 775

原材料及び貯蔵品 947 927

未収入金 1,010 1,173

繰延税金資産 367 603

その他 179 115

貸倒引当金 △46 △54

流動資産合計 28,705 29,530

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,178 4,323

機械装置及び運搬具（純額） 2,118 2,370

工具、器具及び備品（純額） 459 518

土地 2,305 2,303

リース資産（純額） 114 101

建設仮勘定 92 68

有形固定資産合計 9,267 9,683

無形固定資産 396 262

投資その他の資産   

投資有価証券 2,756 2,185

長期前払費用 50 3

前払年金費用 348 352

繰延税金資産 1,284 1,446

その他 630 619

貸倒引当金 △36 △31

投資その他の資産合計 5,032 4,575

固定資産合計 14,696 14,520

資産合計 43,401 44,050
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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 11,220 12,608

短期借入金 407 267

1年内返済予定の長期借入金 400 300

未払金 113 163

未払法人税等 89 155

未払費用 826 719

賞与引当金 500 438

役員賞与引当金 2 4

その他 486 493

流動負債合計 14,044 15,147

固定負債   

長期借入金 492 642

リース債務 317 193

長期未払金 245 338

退職給付引当金 207 206

役員退職慰労引当金 1,589 1,578

固定負債合計 2,850 2,957

負債合計 16,894 18,104

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 19,283 19,014

自己株式 △31 △30

株主資本合計 22,957 22,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39 △151

為替換算調整勘定 △122 △171

評価・換算差額等合計 △83 △322

少数株主持分 3,633 3,579

純資産合計 26,507 25,946

負債純資産合計 43,401 44,050
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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 22,915 19,790

売上原価 17,925 14,810

売上総利益 4,991 4,980

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 1,287 1,065

広告宣伝費 233 158

役員報酬 126 100

従業員給料 1,031 1,088

賞与引当金繰入額 134 300

減価償却費 125 148

賃借料 390 352

その他 1,673 1,345

販売費及び一般管理費合計 4,999 4,554

営業利益又は営業損失（△） △8 426

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 34 29

為替差益 13 3

持分法による投資利益 21 63

その他 74 90

営業外収益合計 147 189

営業外費用   

支払利息 13 11

その他 100 44

営業外費用合計 114 55

経常利益 25 559

特別利益   

貸倒引当金戻入額 115 5

その他 5 161

特別利益合計 120 166

特別損失   

固定資産除却損 8 3

投資有価証券評価損 10 9

役員退職慰労金 5 0

貸倒損失 － 34

その他 1 1

特別損失合計 24 47

税金等調整前四半期純利益 120 678

法人税、住民税及び事業税 46 72

法人税等調整額 104 245

法人税等合計 150 317

少数株主利益 67 20

四半期純利益又は四半期純損失（△） △97 341
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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 120 678

減価償却費 727 717

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 11

賞与引当金の増減額（△は減少） △157 62

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84 △3

長期未払金の増減額（△は減少） △137 △93

受取利息及び受取配当金 △38 △34

支払利息 13 11

為替差損益（△は益） △13 0

持分法による投資損益（△は益） △21 △63

有形固定資産除却損 8 3

投資有価証券評価損益（△は益） 10 9

売上債権の増減額（△は増加） △14 54

たな卸資産の増減額（△は増加） 153 161

仕入債務の増減額（△は減少） 470 △1,390

その他 △51 358

小計 983 481

利息及び配当金の受取額 67 73

利息の支払額 △14 △12

法人税等の支払額 △239 △139

営業活動によるキャッシュ・フロー 797 403

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 △372 △460

投資有価証券の取得による支出 △79 △149

その他 △6 △61

投資活動によるキャッシュ・フロー △457 △669

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） 90 133

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △150 △150

リース債務の返済による支出 － △42

配当金の支払額 △135 △72

少数株主への配当金の支払額 △7 △7

その他 2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △199 △39

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 132 △294

現金及び現金同等物の期首残高 7,158 7,286

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,290 6,993
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該当事項はありません。 

  

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) セグメント情報

(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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