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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 4,699 5.3 147 － 166 － 100 －

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

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

23年３月期第１四半期 6.80 6.74

22年３月期第１四半期 △4.63 －

 (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

23年３月期第１四半期 16,054 8,244 50.7 557.72

22年３月期 16,780 8,297 48.8 552.50

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 8,141百万円 22年３月期 8,195百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 － 3.00 － 3.00 6.00

23年３月期 －

23年３月期(予想) 4.00 － 4.00 8.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 10,500 10.3 430 141.4 430 221.6 250 372.2 16.85

通期 20,500 6.7 700 33.2 670 31.0 370 68.7 24.94

ｃｅｍｅ
スタンプ



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期

決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は実施中であり

ます。 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 15,167,000株 22年３月期 15,167,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 568,817株 22年３月期 332,822株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 14,722,854株 22年３月期１Ｑ 14,834,959株

(注意事項)
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当第１四半期におけるわが国経済は、中国を中心とするアジア経済の好調に支えられ生産や輸出は

増加いたしましたが、国内の政策効果の一巡や欧州を中心とした金融不安による景気下振れ懸念など

先行き不透明な状態が続いております。また、雇用・所得環境は引き続き厳しい状況にあり、個人消

費の回復に力強さを欠いております。 

当社グループ関連業界におきましては、工業関連市場の一部では新興国の成長に支えられ着実に持

ち直しているものの、建築土木関連市場では税制面での優遇措置や住宅版エコポイント制度による効

果も未だ限定的であり建築土木関連市場全体としては厳しい状況が続きました。また、原材料、副資

材価格につきましては、世界的な原油・ナフサ価格の上昇を受けて上昇傾向が続いており、当第１四

半期での影響は限定的でありましたが先行きは不透明なものとなっております。 

このような環境のもと、当社グループでは、環境対策品、高機能品等の拡販による売上高の確保に

努めるとともに、厳しい外部環境に対応できる企業体質を構築するため、引き続き業務の一層の効率

化と徹底的なコスト削減に取り組んでまいりました。 

建築土木関連市場におきましては、住宅投資に持ち直しの兆しが見られるものの、設備投資の回復

遅れや公共投資の低迷など建築土木需要は未だ低調であり、売上高は2,164百万円(前年同期比0.8％

増)となりました。 

一般消費者関連市場におきましては、雇用や所得の先行きに不透明感が強い中で、デフレ認識が浸

透し低価格偏重指向が続いております。ホームセンターの価格競争が激しさを増したことから販売価

格が低迷し、一般用セメダインスーパーＸシリーズの拡販に努めましたものの、売上高は1,124百万

円(前年同期比4.9％減)となりました。 

工業関連市場におきましては、前年度下期からの自動車、電機等の一部の市場やアジア地域での需

要回復が続き、主に工業用セメダインスーパＸ系接着剤の売上が伸張し、売上高は1,411百万円(前年

同期比24.6％増)となりました。 

これらの結果、当第１四半期の連結売上高は4,699百万円（前年同期比5.3％増）、営業利益は147

百万円(前年同期営業損失63百万円)、経常利益は166百万円(前年同期経常損失83百万円)、四半期純

利益100百万円(前年同期四半期純損失68百万円)となりました。 

  

① 資産 

流動資産は、前連結会計年度末と比較し627百万円減少し10,871百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が209百万円、受取手形及び売掛金が207百万円、たな卸資産が122百万円減少した

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97百万円減

少し5,177百万円となりました。 

この結果、総資産は前連結会計年度末と比較し725百万円減少し16,054百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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 負債 

流動負債は、前連結会計年度末と比較し262百万円減少し6,337百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が201百万円、賞与引当金が95百万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410百万円減少し1,472百万円となりました。これは主に、

長期借入金が384百万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672百万円減少し7,810百万円となりました。 

③ 純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて53百万円減少し8,244百万円となりました。これは主に、四

半期純利益の計上による利益剰余金の増加、自己株式の取得、評価・換算差額等の減少によるもので

あります。 

  

平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想につきましては、平成22年４月30

日に発表いたしました連結業績予想を修正しておりません。 

  

(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。 

  

(簡便な会計処理) 

① 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出に関しては、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。 

② 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。 

③ 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。 

  

(会計基準等の変更に伴う変更) 

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の 

  適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成

20年３月10日)を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日)を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

(表示方法の変更) 

① 四半期連結損益計算書関係 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期連結

累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,226,445 3,435,739

受取手形及び売掛金 5,698,115 5,906,114

商品及び製品 1,132,802 1,226,034

仕掛品 176,902 178,570

原材料及び貯蔵品 402,276 429,606

その他 240,122 339,370

貸倒引当金 △5,264 △16,489

流動資産合計 10,871,400 11,498,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,981,725 2,018,700

その他（純額） 1,443,157 1,459,958

有形固定資産合計 3,424,882 3,478,659

無形固定資産 235,937 248,222

投資その他の資産

投資有価証券 883,638 934,871

その他 656,923 638,200

貸倒引当金 △24,173 △25,238

投資その他の資産合計 1,516,388 1,547,833

固定資産合計 5,177,209 5,274,715

繰延資産 5,953 6,693

資産合計 16,054,563 16,780,353

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,889,650 5,091,071

短期借入金 510,000 558,000

未払法人税等 70,723 37,241

賞与引当金 124,798 220,557

その他 742,405 692,979

流動負債合計 6,337,577 6,599,850

固定負債

長期借入金 － 384,000

退職給付引当金 946,257 965,217

その他 526,340 533,841

固定負債合計 1,472,597 1,883,058

負債合計 7,810,175 8,482,909
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 2,770,228 2,714,661

自己株式 △185,032 △108,330

株主資本合計 8,312,518 8,333,654

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △48,538 △6,794

為替換算調整勘定 △122,348 △131,038

評価・換算差額等合計 △170,886 △137,832

新株予約権 25,288 20,969

少数株主持分 77,467 80,652

純資産合計 8,244,388 8,297,444

負債純資産合計 16,054,563 16,780,353
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 4,463,124 4,699,608

売上原価 3,392,092 3,431,817

売上総利益 1,071,031 1,267,790

販売費及び一般管理費 1,134,756 1,120,519

営業利益又は営業損失（△） △63,725 147,270

営業外収益

受取利息 1,383 846

受取配当金 6,681 7,216

持分法による投資利益 － 19,986

その他 12,947 13,906

営業外収益合計 21,012 41,955

営業外費用

支払利息 4,382 3,774

売上割引 17,335 17,119

持分法による投資損失 4,576 －

支払補償費 7,245 346

その他 7,383 1,169

営業外費用合計 40,922 22,409

経常利益又は経常損失（△） △83,635 166,816

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 15,157

特別利益合計 － 15,157

特別損失

固定資産除却損 10,396 1,749

特別損失合計 10,396 1,749

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（△）

△94,032 180,224

法人税等 △24,490 72,103

少数株主損益調整前四半期純利益 － 108,121

少数株主利益又は少数株主損失（△） △888 8,052

四半期純利益又は四半期純損失（△） △68,653 100,068
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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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