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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 32,422 △15.8 78 21.9 68 718.5 125 ―
21年3月期第2四半期 38,487 ― 64 ― 8 ― △63 ―

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 2.77 ―
21年3月期第2四半期 △1.40 ―

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 29,717 7,347 24.7 162.25
21年3月期 31,046 7,104 22.9 156.83

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,347百万円 21年3月期  7,104百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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 71,000 △7.9 240 ― 210 ― 130 ― 2.87



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  無  
（注）詳細は５ページ【定性的情報・財務諸表】 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５ページ【定性的情報・財務諸表】 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．上記の業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表いたしました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年11月12日に公表い
たしました、「平成22年３月期第２四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．上記の業績予想につきましては発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々な要因によって予想数
値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、５ページ【定性的情報・財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報
をご覧ください。 

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） 22年3月期第2四半期 45,645,733株 21年3月期  45,645,733株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  360,163株 21年3月期  348,600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 45,289,546株 21年3月期第2四半期 45,337,878株



 当第２四半期連結累計期間のわが国の経済は、大型景気対策の実施、在庫調整の進展、中国経済の拡大などにより

景気は回復傾向もみられますが、依然として設備投資の抑制、住宅需要の低迷、個人消費の伸び悩みなどにより、厳

しい局面は継続しております。当社グループの業績に特に影響がある建築市場では、資材需要の低迷が続きました。

一方で４月より再開された太陽光発電システムへの補助金制度は、太陽光電池の家庭への導入を強力に推進しまし

た。９月までの太陽光電池国内住宅向け出荷数は昨年の２倍程度と推定されます。 

こうした環境の下、太陽エネルギー分野の躍進にもかかわらず、他の建築資材の低迷により建設資材分野全体で

は売上が減少いたしました。また産業資材分野でも設備投資需要の低迷により大きく減少し、全体として売上が減少

となりました。 

一方、予測された売上不振の中で、利益を確保すべく全社的なコスト削減に取り組みました。 

このような結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は32,422百万円（前第２四半期連結

累計期間比15.8％減）、営業利益は78百万円（前第２四半期連結累計期間比21.9％増）、経常利益は68百万円（前第

２四半期連結累計期間比718.5％増）、四半期純利益は125百万円（前第２四半期連結累計期間は63百万円の四半期純

損失）となりました。 

当第２四半期連結累計期間の事業本部別営業概況は次のとおりであります。  

  

①建材事業本部（前第２四半期連結累計期間比伸び率 △13.4％） 

 太陽エネルギー分野では、国地方自治体からの補助金など日本版グリーン・ニューディール政策に対応して、人員

を当該分野にシフトしたことにより大幅に売上を伸ばすことができました。一方、建設土木資材分野、住宅資材分野

では市場の低迷により厳しい展開となり、全体では売上が減少いたしました。 

  

②産業資材事業本部※（前第２四半期連結累計期間比伸び率 △22.7％） 

 設備投資需要の減退を受け、液晶・弱電・自動車向けの樹脂製品分野と国内電子部品分野の売上が低迷、またテン

ト倉庫関係の売上が大きく減少いたしました。また、個人消費の伸び悩みによりアパレル関連の売上も大きく減少い

たしました。 

  

③イノベーション事業本部※（前第２四半期連結累計期間比伸び率 24.3％） 

 国内外の鉄道車両需要の増加により、鉄道用車輌部材の売上が増加いたしました。 

  

※当連結会計年度より組織改編を実施いたしました。旧i-ソリューション事業本部、旧ブランド＆ファッション事業

本部と旧カスタム事業本部の鉄道用車輌部材事業以外を産業資材事業本部に統合しております。旧カスタム事業本部

の鉄道用車輌部材事業と開発事業をイノベーション事業本部として統合しております。前年同四半期比較にあたって

は、事業の業績推移をわかりやすくするために、該当事業の前年同四半期分を組織改変後の区分に組み替えて行って

おります。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末は、流動資産は21,601百万円（前連結会計年度末比4.0％減）となりました。主な要

因は、売上債権の回収がすすんだことで売上債権が1,739百万円減少し、一方でたな卸資産が227百万円・現金及び預

金が1,216百万円増加したことによるものであります。 

 固定資産は8,116百万円（前連結会計年度末比5.0％減）となりました。主な要因は、投資有価証券の時価上昇によ

り237百万円増加し、一方で投資有価証券の満期償還により504百万円減少したことによるものであります。 

 流動負債は17,122百万円（前連結会計年度末比8.4％減）となりました。主な要因は、仕入債務が1,545百万円減少

したことによるものであります。 

 固定負債は5,247百万円（前連結会計年度末比0.2％減）となりました。主な要因は、長期借入金が20百万円減少、

退職給付引当金が24百万円減少し、一方で為替予約の評価損の計上により負債が増加したことによるものでありま

す。 

 純資産合計は7,347百万円（前連結会計年度末比3.4％増）となりました。主な要因は、四半期純利益125百万円の

計上による利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の142百万円の増加によるものであります。 

  

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



 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は3,577百万円となり、前連

結会計年度末と比べ1,216百万円の増加となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の営業活動における資金の増加は、744百万円（前第２四半期連結累計期間は880百
万円の増加）となりました。主な要因は、仕入債務が減少した一方で、売掛金の回収と手形売却等による売上債
権の減少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） 
当第２四半期連結累計期間の投資活動における資金の増加は、556百万円（前第２四半期連結累計期間は113百

万円の減少）となりました。主な要因は、投資有価証券の満期償還による収入であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の財務活動における資金の減少は、69百万円（前第２四半期連結累計期間は426百万
円の減少）となりました。主な要因は、借入金の減少によるものであります。 

  



  

 当社グループにおきましては、依然として予断を許さない経営状況の中で、経費削減策を実行し一定の効果が得ら

れております。また、当社の経営方針である持続的な発展・成長を遂げていくため、新たな施策を実行してまいりま

す。これらの状況を踏まえ、今後の状況を分析・精査した結果、通期業績予想を修正しております。  

 詳細につきましては、平成21年11月12日に公表いたしました「平成22年３月期第２四半期業績予想との差異及び通

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

該当事項ありません。  

  

（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２四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固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分し

て算定する方法によっております。 

 なお、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。 

  

③繰延税金資産の算定方法 

 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に著しい変化がなく、

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は、前連結会計年度決算において使用

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、前連結会計年度末以降に経営

環境等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結

会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味し

たもの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あたり適用した特有の会計処理） 

該当事項ありません。 

   

 １．会計処理基準に関する事項の変更  

 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することとしております。 

  ただし、当第２四半期連結累計期間においては工事進行基準の適用要件を満たす工事契約が存在しないた

め、損益に与える影響はありません。 

  

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



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 3,597 2,380

受取手形及び売掛金 14,824 16,564

商品 1,626 1,565

未成工事支出金 689 523

その他 1,157 1,839

貸倒引当金 △294 △370

流動資産合計 21,601 22,503

固定資産   

有形固定資産 3,759 3,772

無形固定資産 32 35

投資その他の資産   

投資有価証券 2,473 2,757

その他 2,050 2,558

貸倒引当金 △199 △580

投資その他の資産合計 4,324 4,735

固定資産合計 8,116 8,543

資産合計 29,717 31,046



（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 15,409 16,954

短期借入金 800 840

未払法人税等 56 35

賞与引当金 206 206

工事損失引当金 0 －

その他 648 649

流動負債合計 17,122 18,687

固定負債   

長期借入金 2,740 2,760

退職給付引当金 683 707

その他 1,824 1,788

固定負債合計 5,247 5,255

負債合計 22,370 23,942

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,801 3,801

資本剰余金 1,825 1,825

利益剰余金 995 870

自己株式 △68 △66

株主資本合計 6,554 6,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 154 11

土地再評価差額金 783 783

為替換算調整勘定 △144 △121

評価・換算差額等合計 793 673

少数株主持分 － －

純資産合計 7,347 7,104

負債純資産合計 29,717 31,046



（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 38,487 32,422

売上原価 35,450 29,648

売上総利益 3,036 2,774

販売費及び一般管理費 2,972 2,696

営業利益 64 78

営業外収益   

受取利息 38 24

受取配当金 43 33

持分法による投資利益 0 －

保険解約返戻金 － 17

その他 24 28

営業外収益合計 107 104

営業外費用   

支払利息 64 49

手形売却損 14 15

為替差損 70 42

持分法による投資損失 － 2

その他 14 3

営業外費用合計 163 114

経常利益 8 68

特別利益   

投資有価証券売却益 1 3

投資有価証券償還益 － 142

賞与引当金戻入額 43 －

特別利益合計 44 146

特別損失   

投資有価証券売却損 6 －

子会社清算損 0 －

特別損失合計 6 －

税金等調整前四半期純利益 46 214

法人税、住民税及び事業税 64 44

法人税等調整額 49 44

法人税等合計 113 89

少数株主損失（△） △3 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △63 125



（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 46 214

減価償却費 121 95

賞与引当金の増減額（△は減少） △35 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △91 △24

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 △457

受取利息及び受取配当金 △82 △58

支払利息 64 49

投資有価証券売却益 △1 △3

投資有価証券売却損 6 －

投資有価証券償還損益（△は益） － △142

売上債権の増減額（△は増加） 121 2,080

たな卸資産の増減額（△は増加） △688 △234

仕入債務の増減額（△は減少） 621 △1,490

未払消費税等の増減額（△は減少） △126 △3

その他 915 786

小計 882 811

利息及び配当金の受取額 109 58

利息の支払額 △64 △49

役員退職慰労金の支払額 △10 △45

法人税等の支払額 △37 △30

営業活動によるキャッシュ・フロー 880 744

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △109 －

固定資産の取得による支出 △87 △48

投資有価証券の取得による支出 △21 △3

投資有価証券の売却による収入 80 3

投資有価証券の償還による収入 － 647

貸付けによる支出 △9 △34

貸付金の回収による収入 12 5

その他 20 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △113 556

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） △418 △43

長期借入金の返済による支出 － △20

その他 △7 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △426 △69

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 234 1,216

現金及び現金同等物の期首残高 2,800 2,360

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,034 3,577



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社グループの販売実績を事業本部別に示すと次のとおりであります。  

  

  

※１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

※２．当連結会計年度から事業本部の区分を変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第  

   ２四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。  

  

  

（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

６．その他の情報

            期    別 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

  自 平成20年４月１日 自 平成21年４月１日 

  至 平成20年９月30日 至 平成21年９月30日 

 事  業  別 売上高 構成比 売上高 構成比 

  百万円 ％ 百万円 ％

  建材事業本部 24,436   63.5   21,162  65.3  

  産業資材事業本部 13,215   34.3   10,221  31.5  

  イノベーション事業本部 835  2.2   1,038  3.2  

                

  合             計 38,487  100.0   32,422  100.0  
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