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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)

％ ％ ％ ％

23年3月期第1四半期

22年3月期第1四半期

  

円　銭 円　銭

23年3月期第1四半期

22年3月期第1四半期

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 　　銭

23年3月期第1四半期

22年3月期

(参考）自己資本 23年3月期第1四半期   6,480百万円 22年3月期   8,364百万円

2.　配当の状況

22年3月期

23年3月期

23年3月期（予想）

(注)当四半期における配当予想の修正有無  　： 無

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）

百万円 百万円 百万円

第2四半期（累計）

通期　

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 有

円  　銭

第3四半期末

△ 22.95

△ 8.55

潜在株式調整後
１株当たり

四半期純利益

-

-

47,870

0.00 -

平成22年8月13日

△ 22.1

売上高

百万円 百万円

-

経常利益

-

5391

-△ 1,782

△ 663 -

円  　銭

0.00
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0.00

１株当たり純資産
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-
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自己資本比率

△ 24.4
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-

経常利益

0.00

営業利益

(％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)

-
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40,000
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-
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700 - 200
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-
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-

-
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年間配当金

第1四半期末

平成23年3月期  第１四半期決算短信　[日本基準]　　（連結）
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4.  その他　（詳細は、【添付資料】P.4「２.その他の情報」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

　　 新規　　―　社  (社名　　　　　　　　　　　　) 除外　　―　社  (社名　　　　　　　　　　　) 

　　（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

　　（注）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の有無となります。

　　①　会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　　②　①以外の変更　　　　　　 ： 無

　　（注）「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

　　　方法等の変更の有無となります。

(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)   23年3月期1Ｑ 22年3月期

　　②期末自己株式数   23年3月期1Ｑ 22年3月期

　　③期中平均株式数(四半期累計)   23年3月期1Ｑ 22年3月期1Ｑ

※　四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

　　 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終了しております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 　　本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

 　　績は今後の様々な要因により予想と異なる可能性があります。

 77,644,759株

   134,616株

77,653,725株

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

77,780,000株 77,780,000株

  136,207株
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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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善や輸出の増加など、景気は持ち直してき

ているものの、個人消費の本格的な回復、雇用情勢の改善には至らず、厳しい状況で推移しております。 

当社グループの主な事業領域である建設業界におきましては、公共投資の抑制に加え民間の設備投資も抑制

され、住宅・非住宅ともに着工件数は低水準で推移するなど、引き続き厳しい状況下での事業運営となりまし

た。また、電力・造船・プラント業界におきましても需要は低迷し、受注競争の激化が続くなか、収益率が低

下するなど、依然として厳しい状況で推移いたしました。    

このような状況のなか、当社は、中長期的な業績の安定化と成長を図ることを目的として、生産体制、営業

体制の再構築および人員体制の見直しを骨子とする事業構造改革を実施することを決定し、平成22年7月21

日に発表いたしました。現在、その実施に全力を挙げて取り組んでおります。 

当第1四半期連結会計期間の売上高は70億5千万円（完成工事高15億7千8百万円を含む）、営業損失は

2億5千1百万円、経常損失は3億4千8百万円、四半期純損失は事業構造改革引当金繰入額等を特別損失と

して14億4千2百万円計上した結果、17億8千2百万円となりました。ただし、当社グループの業績は季節

的変動がありますので、当該四半期業績は通期の業績に必ずしも連動いたしません。 

 

     セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

    なお、各セグメントごとの売上高の数値につきましては、セグメント間の内部売上高または振替高の相殺 

    消去前の数値を記載しております。 

 

建設・建材事業 

材料販売につきましては、当社の得意とする非住宅分野および不燃共同住宅での新築着工に回復の兆しが見

られず、主力商品であります けい酸カルシウム板および耐火二層管の販売数量は、前年同期に比し減少いた

しました。一方、波形スレートの販売数量は、工場関連の設備投資に緩やかな回復の兆しがあり、前年同期に

比し増加いたしました。 

材料販売全体の売上高は、29億6千2百万円となりました。 

工事につきましては、公共工事および民間設備投資の抑制等により、完成工事高は5億9百万円となりました。 

この結果、建設・建材事業全体の売上高は34億7千3百万円となりました。 

 

工業製品・エンジニアリング事業 

材料販売につきましては、鉄鋼業界において景気回復の兆しがあり、受注の増加が見られました。また、電

力・造船・プラント業界におきましては、低迷する事業環境のなか、拡販に努力をいたしましたが、電力なら

びに一般プラント向け非金属性伸縮継手、プラント配管および機器向け保温保冷断熱材の販売数量は減少いた

しました。一方、自動車関連におきましては二輪車用ブレーキライニングの国内生産が低水準で推移している

ものの、インドネシアでの海外生産は、増加傾向にあり、輸出用トラックのシール材およびクラッチフェーシ

ングにおきましても、前年同期に比し増加傾向にあります。しかしながら、非自動車分野の産業機械用ブレー

キは、設備投資等の抑制にともない、回復は第3四半期以降にずれ込むと予想いたしております。この結果、

材料販売全体の売上高は、25億2百万円となりました。 

工事につきましては、新規設備投資の抑制による中止または延期が多く、メンテナンス投資の減少もあり、

完成工事高は10億6千8百万円となりました。 

この結果、材料販売および工事を合わせた工業製品・エンジニアリング事業全体の売上高は35億７千１百

万円となりました。 

 

その他 

     子会社の不動産賃貸収入でありますが、売上高は5百万円となりました。 

    

[当社グループの四半期業績の特性について] 

      当社グループは不燃建材の製造、販売と共に建設・建材関連工事、工業製品・エンジニアリング関連工事の
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設計、施工を主な事業としており、それら工事部門の売上高は全売上高の4割以上を占めております。 

わが国では、事業年度を4月から3月までと定めている企業が多いため、工事の検収が年度の節目である第

２四半期および第4四半期に集中する傾向があり、中でも工事期間の長い工業製品・エンジニアリング関連工

事においては第4四半期への集中が顕著であります。このため、当社グループの業績には季節的変動がありま

す。    

 

（２） 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

(資産) 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ7億9千3百万円減少し470億7

千6百万円となりました。これは未成工事支出金の増加15億2千1百万円に対し、現金及び預金の減少5億

7千8百万円と完成工事未収入金の減少16億8千万円などによるものです。 

(負債) 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ10億9千万円増加し405億9千6

百万円となりました。これは未成工事受入金の増加9億4千3百万円と事業構造改革引当金の増加14億円に

対し、支払手形及び買掛金の減少8億6千3百万円と短期借入金の減少2億2千8百万円などによるものです。 

 

(純資産) 

   当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ18億8千4百万円減少し64億8

千万円となりました。これは利益剰余金が17億8千2百万円減少したことなどによるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 5 億 7 千 6

百万円減少し、21億5千4百万円になりました。 

      (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

たな卸資産の増加15億5千5百万円、仕入債務の減少8億6千3百万円などにより、3億5千8百万 

    円の減少となりました。  

(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8千2百万円などにより、2千9百万円の減少となりました。    

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

長期借入れによる収入5億3千万円、短期借入金の純増減額の減少による５億１千９百万円、長期借入金の

返済による支出1億9千2百万円などにより、1億8千8百万円の減少となりました。 

 

（３） 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績につきましては、建設業界において住宅・非住宅ともに着工件数が低水準で推移しており、併せて、

電力・造船・プラント業界においても受注競争が激化するなど、厳しい状況が続いていて総コスト削減に努め

ておりますが、第2四半期累計期間の営業利益および経常利益はともに予想を下回ると見込んでおります。こ

のような状況下、当社は中期的な業績の安定化と成長を図ることを目的として「事業構造改革」を実施するこ

とを決定し（平成22年7月21日発表）、実現に向け全力を挙げて取り組んでおります。 

その効果は第3四半期以降に発現しますが、第2四半期累計期間の減益額を完全に埋め合わせるまでには至ら

ず、通期業績においても予想を下回る見通しとなっております。 

なお、上記の「事業構造改革」実施に伴い、特別損失が発生することにより、平成22年5月14日に発表い

たしました平成23年3月期の連結業績予想値を修正いたしました。 
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２. その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

      該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

     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。 

これによる四半期連結財務諸表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。 

これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ 0 百万円増加しており、税金等調整前四半期純損失は 41

百万円増加しております。 
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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：百万円）

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 2,181 2,760 

受取手形及び売掛金 6,990 7,009 

完成工事未収入金 1,653 3,333 

商品及び製品 3,883 3,851 

仕掛品 259 239 

原材料及び貯蔵品 442 460 

未成工事支出金 3,742 2,220 

その他 1,307 1,314 

貸倒引当金 △16 △14 

流動資産合計 20,445 21,176 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,838 1,876 

機械装置及び運搬具（純額） 3,518 3,656 

土地 18,778 18,778 

その他（純額） 563 275 

有形固定資産合計 24,699 24,587 

無形固定資産 454 497 

投資その他の資産 1,477 1,608 

固定資産合計 26,631 26,693 

資産合計 47,076 47,870 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,227 6,090 

短期借入金 11,211 11,440 

未払法人税等 84 119 

未成工事受入金 1,994 1,051 

賞与引当金 32 12 

引当金 5 6 

事業構造改革引当金 1,400 － 

その他 2,518 2,640 

流動負債合計 22,473 21,361 

固定負債   

社債 500 500 

長期借入金 8,927 8,879 

退職給付引当金 2,819 2,904 

引当金 100 127 

再評価に係る繰延税金負債 4,764 4,764 

その他 1,010 967 

固定負債合計 18,122 18,143 

負債合計 40,596 39,505 
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（単位：百万円）

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 3,889 3,889 

利益剰余金 1,863 3,645 

自己株式 △14 △14 

株主資本合計 5,737 7,519 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63 107 

繰延ヘッジ損益 △156 △95 

土地再評価差額金 835 835 

為替換算調整勘定 0 △2 

評価・換算差額等合計 742 844 

純資産合計 6,480 8,364 

負債純資産合計 47,076 47,870 
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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：百万円）

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 9,052 7,050 

売上原価 7,464 5,364 

売上総利益 1,588 1,686 

販売費及び一般管理費 2,158 1,937 

営業損失（△） △570 △251 

営業外収益   

受取利息 8 7 

受取配当金 12 12 

持分法による投資利益 － 1 

助成金収入 30 18 

その他 40 20 

営業外収益合計 91 60 

営業外費用   

支払利息 104 108 

持分法による投資損失 70 － 

その他 10 49 

営業外費用合計 184 158 

経常損失（△） △664 △348 

特別利益   

固定資産売却益 － 11 

貸倒引当金戻入額 28 － 

特別利益合計 28 11 

特別損失   

固定資産除却損 1 0 

石綿健康障害補償金 11 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41 

事業構造改革引当金繰入額 － 1,400 

特別損失合計 12 1,442 

税金等調整前四半期純損失（△） △648 △1,779 

法人税、住民税及び事業税 15 2 

法人税等合計 15 2 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,782 

四半期純損失（△） △663 △1,782 
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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) 

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損失（△） △648 △1,779 

減価償却費 342 336 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 △2 

賞与引当金の増減額（△は減少） △129 20 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57 △85 

受取利息及び受取配当金 △20 △20 

支払利息 104 108 

有形固定資産売却損益（△は益） － △11 

有形固定資産除却損 1 0 

石綿健康障害補償金 11 － 

売上債権の増減額（△は増加） 2,546 1,694 

たな卸資産の増減額（△は増加） △938 △1,555 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 313 △41 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,026 △863 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 248 413 

事業構造改革引当金繰入額 － 1,400 

その他 △69 98 

小計 646 △243 

利息及び配当金の受取額 20 20 

利息の支払額 △72 △77 

石綿健康障害補償金の支払額 △25 － 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △44 △57 

営業活動によるキャッシュ・フロー 525 △358 

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 △26 △19 

定期預金の払戻による収入 20 19 

有形固定資産の取得による支出 △78 △82 

有形固定資産の売却による収入 － 21 

投資有価証券の取得による支出 △1 △1 

貸付けによる支出 △18 △15 

貸付金の回収による収入 26 22 

その他 △0 26 

投資活動によるキャッシュ・フロー △78 △29 

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） 130 △519 

長期借入れによる収入 70 530 

長期借入金の返済による支出 △182 △192 

その他 2 △6 

財務活動によるキャッシュ・フロー 19 △188 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 466 △576 

現金及び現金同等物の期首残高 2,278 2,731 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,744 2,154 
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㈱エーアンドエーマテリアル ( 5391 )　平成23年3月期　第１四半期決算短信

　(４)　継続企業の前提に関する注記

　　　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)

　　　　該当事項はありません。

　(５)　セグメント情報

 　【事業の種類別セグメント情報】

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)
建設・建材 工業製品・ 自動車 その他 消去

事業 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 関連事業 の事業 計 又は全社 連結
事業

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

4,669 3,808 565 8 9,052 - 9,052

29 4 77 42 153 (153) - 
4,699 3,813 643 50 9,206 (153) 9,052
△ 14 5 △ 132 41 △ 100 (470) △ 570

 （注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

        ２　各事業の主な製品および工事内容

　　　 　(1)建設・建材事業・・・・・・・・・・・・ 不燃建築材料の製造、販売および工事の設計、施工

押出成形品の製造、販売および工事の設計、施工

耐火二層管の製造、販売

鉄骨耐火被覆工事の設計、施工

　　　   (2)工業製品・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業・・・ 不燃紡織品、工業用摩擦材・シール材、保温保冷断熱材、

船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、販売

保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工

　　　   (3)自動車関連事業・・・・・・・・・・・・ 自動車用を主とした摩擦材・シール材の製造、販売

　　　   (4)その他の事業・・・・・・・・・・・・・・ 不動産賃貸、その他

　　【所在地別セグメント情報】
　　　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)
　　　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント
　　　　情報の記載を省略しております。

　　【海外売上高】
　　　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)
　　　　海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

売上高

計

(1)外部顧客に

(2)セグメント間の内部
　　対する売上高

営業利益又は営業損失(△)

　　売上高又は振替高
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【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

　　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

　経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　　当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、事業活動を展開しております。

　　従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「建設・建材事業」

　及び「工業製品・エンジニアリング事業」の２つを報告セグメントとしております。

　 「建設・建材事業」は不燃建築材料の製造、販売及び工事の設計施工、耐火二層管の製造、販売、

  鉄骨耐火被覆工事の設計、施工を行っております。「工業製品・エンジニアリング事業」は、不燃紡織品、

　摩擦材・シール材、保温保冷断熱材、船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、販売、

　並びに保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工を行っております。

２　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

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)

（単位：百万円）

3,473 3,571 7,044 5 7,050 - 7,050

17 0 18 79 97 △ 97 - 

3,490 3,572 7,062 85 7,148 △ 97 7,050

△ 33 122 88 78 166 △ 417 △ 251

 （注）1　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸不動産事業を含んでおります。

       2　セグメント利益調整額△417百万円には、セグメント間取引消去△97百万円、各報告セグメントに配分していない

　　　 　　全社費用△320百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

       3　セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を

適用しております。

　(６)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　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)

　　　　該当事項はありません。

報告セグメント

その他
（注）1

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）3

　　外部顧客への売上高

合計工業製品・
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事業
計

調整額
（注）2建設・建材

事業

セグメント利益又は損失(△)

　　

売上高

計

　　セグメント間の内部売上高

　又は振替高
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