
１．平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無 
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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  205,341  0.3  1,956  －  1,459  －  △2,798  －

22年３月期第２四半期  204,672  △12.5  △1,583  －  △1,506  －  △4,606  －

  
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２四半期  △8  08  －

22年３月期第２四半期  △13  30  －

  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２四半期  370,654  177,808  46.7 500 20

 22年３月期  378,266  188,549  48.6  530  35

（参考）自己資本 23年３月期第２四半期 173,216百万円 22年３月期 183,671百万円

  
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 －  5 00 － 5 00  10 00

23年３月期 －  5 00

23年３月期（予想） － 5 00  10 00

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  430,000  1.9  12,000  82.1  12,000  63.5  5,000  469.0  14  44



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．６「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 （－）                        、除外       －社  （－） 

（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。 

  

（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 

（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） 

  
  

※  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、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いません。  

  

※  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等の将来に関する記述は、本業績予想作成時点において入手可能な情報に基づき 

当社が合理的と判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれているため、実際の成果や業績は記載の予

想と異なる可能性があります。 

なお、本予想に関する事項は[添付資料]Ｐ．６「（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期２Ｑ 371,662,595株 22年３月期 371,662,595株

②  期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 25,370,631株 22年３月期 25,341,868株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 346,296,706株 22年３月期２Ｑ 346,370,431株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）におけるわが国の経済は、前半は引き続

き新興国の経済成長に支えられ、企業の輸出や生産活動が緩やかに回復し、また、個人消費は経済対策の効果もあ

って持ち直しつつあり、消費者マインドは改善の動きが続いていました。 

 国内住宅設備業界におきましても、住宅ローンの金利優遇・減税の拡充や贈与税の非課税枠拡大、環境配慮型住

宅の普及促進を目的とした補助金制度や住宅エコポイント制度など、住宅の取得やリモデル（増改築）に関する政

府の各種施策が追い風となり、平成21年11月から10ヶ月連続で持家の新設住宅着工戸数が前年同月比で改善される

など、住宅投資の持ち直しの動きを継続して見ることができました。 

 しかしながら、第２四半期後半にかけては、急激な円高に加え、米欧経済の回復の兆しが見られず、またエコカ

ー補助金などの国内の政策効果の息切れを背景に、国内景気は減速感が強まり、物価が持続的に下落するデフレ、

さらに失業率が依然高水準にあるなど景気の下振れリスクが高まっています。 

 このような事業環境の中、当社グループは平成21年７月に発表した創立100周年を迎える平成29年（2017年）に

「真のグローバル企業」となることを目指す長期ビジョン「ＴＯＴＯ Ｖプラン２０１７」に基づき、「国内住設事

業」「海外住設事業」「新領域事業」の各事業領域での販売活動の強化と全社横断の事業構造改革を本格的にスタ

ートしました。国内では、全国のショールームに加え、工場やアフターサービスの現場などさまざまなお客様との

接点を活用し、全社一丸となってリモデル需要の喚起・創造に取り組むとともに、海外ではグローバル５極体制

（日本、米州、中国、アジア・オセアニア、欧州）構築に向け基盤整備を進め、グローバル高級ブランドの確立を

目指して積極的に事業活動を展開しています。 

 このような活動の結果、当第２四半期の業績は、連結売上高に関しては２，０５３億４千１百万円（前年同四半

期比０．３％増）となりました。 

 一方、利益面では、連結営業利益が１９億５千６百万円（前年同四半期は営業損失１５億８千３百万円）、連結

経常利益が１４億５千９百万円（前年同四半期は経常損失１５億６百万円）となりました。 

 また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額や有価証券評価損、事業再編費用などを特別損失として計上し

た結果、連結四半期純損失が２７億９千８百万円（前年同四半期は四半期純損失４６億６百万円）となりました。 

  

①国内住設事業 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高が１，７４０億８千９百万円、営業利益が７億３千４百万円となりまし

た。 

  

 国内住設事業では、当社の“強み”であるリモデル戦略をさらに加速させていきます。 

 水まわりのトップメーカーとして環境への取り組みを 重点課題にあげ、卓越した研究開発技術により提案する

環境№１商品（当社独自の環境配慮型商品）の普及促進によって、節水などによるＣＯ２削減効果を訴求します。 

 また、全国のショールームや地域に密着した増改築工事店のネットワークである「ＴＯＴＯリモデルクラブ店」

などと協働し、リモデル市場を中心に確固たる地位の確立を目指して、多様化するお客様のライフスタイルに合わ

せた提案活動によって需要の拡大に取り組んでいます。 

  

・平成22年８月、レストルーム、浴室、キッチン、洗面ゾーンにおける新商品を一斉に発売（８月２日発売）しま

した。 

  レストルーム商品では、ＴＯＴＯ独自技術の「ツイントルネード洗浄」を搭載しているウォシュレット一体形

便器「ＧＧ」の便器を共通の部材として採用した「ＧＧ－８００」「新レストパル」「新ピュアレストＥＸ」

「新ピュアレストＱＲ」を新発売し、4.8Ｌ節水便器ラインナップの拡充を行いました。平成21年８月に発売した

第１弾の新「ネオレストハイブリッドシリーズ」、平成22年４月に発売した第２弾の「ＧＧ」、そして今回の第

３弾新商品を含む4.8Ｌ洗浄便器を、環境配慮性に優れた商品として「ＧＲＥＥＮ ＭＡＸ 4.8」と名付けて訴求

を行っており、節水便器のさらなる普及を進めることで、より環境負荷の軽減に貢献します。 

 浴室商品では、ご購入いただいたお客様の満足度が高い「ソフトカラリ床」を、新たに「ほっカラリ床」の名

称で戸建システムバスルーム「サザナ」に搭載し、同時にデザイン性も向上し発売しました。また、戸建システ

ムバスルーム「スプリノ」とマンションリモデルバスルーム「スプリノＷＡシリーズ」にはお客様の嗜好性とト

レンドを反映した７つのデザインタイプを設定、それに基づく壁柄・カラーを追加し、浴室空間としての完成度

をさらに高め同時発売しました。 

 キッチンでは、使い勝手を向上し無駄な動きを軽減しストレスフリーを実現する「スイスイ設計」がコンセプ

トの新シリーズ「クラッソ」を発売しました。今まで３シリーズあったシステムキッチンのモジュールの見直し

や部材の共通化を図り、１シリーズ化することによって従来出来なかった組み合わせにも対応出来るようにな

り、お客様一人一人のライフスタイルや好みにあったプランの選択の幅が広がりました。 

 洗面商品では、発売以来ご好評をいただいている洗面化粧台「オクターブ」で人気の「奥ひろ収納 奥ひろし」
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 を標準搭載して、従来品の約1.3倍の収納量を実現した洗面化粧台「サクア」を発売しました。既に「サクア」を

ご購入いただいたお客様からは、「大きくて洗いやすい洗面ボウル」と「収納のしやすさ」に高い評価をいただ

いています。 

・平成22年７月30日、ＴＯＴＯ、ＤＡＩＫＥＮ、ＹＫＫ ＡＰ（以下ＴＤＹという）の３社にて、大都市圏では初め

てとなるコラボレーションショールームを大阪・梅田にグランドオープンしました。新しいショールームは、Ｔ

ＤＹの特長や独自性を活かしながら、３社が融合したひとつのショールームとして、お客様が感動や憧れを抱く

空間提案やリモデルに関する 新情報を提供しています。 

  大阪コラボレーションショールームは、３社が平成20年より提唱している「健康配慮」「長もち住宅」「ＣＯ

２削減」の３つの視点で「暮らし」も「地球」も快適になるコンセプト「グリーンリモデル」に基づいたＬＤＫ

空間展示コーナーや、水まわり・床・壁・天井・窓・エクステリアといった部位別展示コーナー、そしてイベン

ト開催により、来場のお客様にワンストップでお住まいのグリーンリモデルを体感していただける新しいショー

ルームです。３社のコーポレートブランド発信の拠点としても情報発信していきます。 

・ＴＤＹは、３社共同の「グリーンリモデルフェア '10‐'11」を10月15日の名古屋会場を皮切りに、来年４月24日

の東京会場まで全国４会場で開催します。フェアのテーマは「家がワカると、家がカワる。」今回のフェアで提

案するのは、「グリーンリモデル」のしくみです。工事を行う前に「グリーンリモデル診断」で住宅の性能・状

態及びお客様の潜在ニーズを把握し、その結果をもとにリフォーム・メンテナンス計画を提案。その時の工事内

容や今後の工事の提案などをＴＤＹ住宅履歴情報サービスで管理し、リフォームやメンテナンスを合理的・効率

的に実施することで、長く快適に住み続けられるというものです。このしくみを具体的に紹介し、社会全体の既

存住宅の長寿命化に寄与することを目指します。 

  

②海外住設事業 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高が３６０億９百万円、営業利益が３０億３千３百万円となりまし 

た。 

  

 海外住設事業では、ウォシュレットや節水便器などのＴＯＴＯらしさを活かした商品・販売戦略により、衛生 

性・快適性・環境配慮を徹底訴求し、海外のお客様にもこれまで以上に新しい生活スタイルを提案しています。 

  

＜米州＞ 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高が８６億２千８百万円、営業利益が８千５百万円となりました。 

  

 米国では、中高級市場でのトップメーカーの地位を目指して、事業活動を強化しています。そのために、トイレ 

商品だけでなく、バスルーム空間全体を提案するスイート商品などの高付加価値商品を充実させ、提案・販売活動 

を強化し、水まわり設備機器で他社を凌駕してまいります。 

 また、米国を起点として、今後、経済成長が期待できるブラジルをはじめとした中南米市場の新規マーケットの 

開拓を推進していきます。 

  

・米州 大の住宅設備機器展示会「Kitchen/Bath Industrial Show（以下KBIS）」には、平成４年から出展を継続

しています。 

 展示内容は、便器や洗面器、水栓金具など豊富な商品ラインナップ、洗浄・節水に関する技術やハイドロテク

ト、自己発電などの技術紹介コーナー、シリーズ毎にコーディネートしたスイート空間などであり、ご来場者の

皆様より非常に高い評価をいただいています。今年のKBISでは、トイレ以外の商品においても環境配慮を訴求し

市場の評価を高めました。 

  ＜今年度の受賞実績＞ 

 受賞実績 ； 「Best of Bath」部門（バス部門）において「Gold」（金賞） 

 受賞商品 ； 米国の新商品シャワーヘッド「Aimes EcoPower LED rainshowerhead」 

  

＜中国＞ 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高が１７１億１千８百万円、営業利益が３３億４千３百万円となりまし 

た。 

  

 中国では、高級ブランドとしての地位とこれまでの事業基盤をさらに揺るぎないものにするために、現地メーカ 

ーも含め他社を圧倒する販売、サービス体制の強化をさらに進め、高収益体質を堅持していきます。 

 また、中国国内の需要増に対応し、地産地消体制の充実を図るため、積極的に生産・供給体制の強化を図ってい 

ます。 
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・販売面では、中国国内５ヶ所の直営ショールームやディーラーショールームなどを中心に、需要が旺盛な沿海 

部・内陸部での販売活動を強化しました。広州の直営ショールームにおいては、今年度中に場所を移転し、リニ

ューアルオープンを予定しています。高機能商品の実演や専門家向けイベントなどを通じた、ＴＯＴＯの高い技

術力と商品力の提案をさらに強化できる体制を整えてまいります。 

・平成22年５月から上海で開催されています2010年上海国際博覧会での各国パビリオンや著名物件での採用や、水

まわり設備の国際見本市「Kitchen ＆ Bath in China 2010」への出展など、各種イベントを通じて、高級ブラン

ドイメージのさらなる向上と定着を図りました。 

・生産面では、中国国内の衛生陶器の需要増に備えるため、平成23年（2011年）稼働を目指した東陶華東第二 

工場（上海）の増設や、また中国の需要増だけでなく日本向け商品の製品出荷を目指した東陶大連工場の増強 

を進めるなど、積極的に生産・供給体制の強化を図っています。 

  

＜アジア・オセアニア＞ 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高が９３億２百万円、営業利益が４億６千３百万円となりました。 

  

 アジア・オセアニア地域では、世界の供給基地としてタイ、インドネシアでの生産・販売体制を充実させるとと 

もに、インド、中東、ベトナムなどの成長著しい新興国市場での販売力を強化し事業を確立していきます。 

  

・インド、欧州などの新規成長市場での需要増加を見据え、タイに衛生陶器の製造会社「ＴＯＴＯ Manufacturing 

（Thailand）Co.,Ltd.」を平成21年11月に設立し、平成24年（2012年）の稼働を目指して工場建設準備を進め 

るなど事業基盤の整備を着実に推進しています。 

・ベトナム市場においては、その旺盛な需要の増加に対応するため、現地法人「ＴＯＴＯ VIETNAM CO.,LTD.」の衛

生陶器生産能力の増強を進めるなど、生産・供給体制の強化を図っています。 

  

＜欧州＞ 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高が９億５千９百万円、営業損失が８億５千８百万円となりました。 

 

欧州では、平成21年３月にドイツ・フランクフルトで開催された、衛生設備・厨房・空調をテーマとした世界  

大の展示会「ＩＳＨ（International Sanitary and Heating）」へ水まわり総合メーカーとして日本より初出展し 

たのを皮切りに事業展開を本格的にスタートさせました。現在、主にドイツ、フランス、イギリスを軸とした販売 

網の整備を進めており、これら販売拠点・イベント出展を起点に、ウォシュレットをはじめ環境にもやさしい独自 

の洗浄技術・節水技術を搭載したデザイン性の高い商品を中心に、日本発の新しい生活文化を積極的に提案し、欧 

州におけるブランド力の強化を図っています。 

 また、今後は欧州でのネットワークを活用してロシアへの展開もあわせて推進していきます。 

  

・販売網の整備について、ドイツでは販売力があるホールセラーへの商品展示を強化し、他の国においても著名物 

件の指定獲得などでＴＯＴＯブランドの認知向上を図っています。 

・イギリスでは、平成22年５月ロンドンにオープンした欧州初のＴＯＴＯ直営ショールームが、商品の実体験をは

じめ商品プランから施工までを提案できるビジネスの拠点となっています。 

  

③新領域事業 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高が８５億３千９百万円、営業損失が９億７千８百万円となりました。 

  

 新領域事業では、光触媒（ハイドロテクト）を用いた空気浄化技術を訴求する「環境建材事業」、ＴＯＴＯのオ

ンリーワン技術を活かした「セラミック事業」、環境面でも今後大きく成長が期待される「燃料電池事業」の３つ

の事業を「新領域事業」とし、Ｖプラン２０１７計画達成に向けて着実に強化を図ってまいります。 

  

＜環境建材事業＞ 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高が４４億１千６百万円、営業損失が７億５千７百万円となりました。 

  

 平成21年度より、ハイドロテクト技術に関してはこれまでの防汚性能に加え、新たに空気浄化性能を積極的に訴

求し、事業戦略も国内中心からグローバルへ拡大していきます。平成22年４月に発表した環境ビジョン「ＴＯＴＯ 

ＧＲＥＥＮ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」においては、当事業の拡大によって平成29年（2017年）には新型の国産自動車

5,300万台の排出量と同等のＮＯｘ（窒素酸化物）除去を目指すことを宣言しています。 

  

・国内の新築市場では、住宅部門においては住宅会社様への提案活動に注力し、非住宅部門においては国内住設事 

ＴＯＴＯ㈱ （5332） 平成23年３月期　第２四半期決算短信　　　

- 4 -



 業と連携しながら価値伝達・販売活動を行いました。 

・国内のリモデル市場では、全国のリモデルクラブ店と協働し、外装リモデルのビジネスモデルにおける基盤づく

りを推進しています。 

・一方海外では、タイル、ガラス、アルミ、セメントなど外装に関わるグローバル企業とのパートナーシップを構

築すべく提案営業活動を展開しています。 

  

＜セラミック事業＞ 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高が４１億２千２百万円、営業損失が２億２千１百万円となりました。 

  

 高精細化・高性能化が急速に進行する市場トレンドを見据えて、オンリーワン技術を活かした商品群「ＴＯＴＯ

だから出来るもの」に特化し、選択と集中を強く意識した活動を展開しています。また、これまで以上にグローバ

ル展開を加速させるとともに、Ｖプラン２０１７における全社横断の革新活動「ものづくり革新」と連携し、 高

の品質と適正なコストを両立できる 適生産体制の整備を進めています。当期におきましては、市場の継続的な回

復基調に加え、市場トレンド変化におけるオンリーワン技術の競争優位性の顕在化により、業績は大幅に向上いた

しました。 

  

・半導体分野（主に静電チャック、ボンディングキャピラリー）では、北米・東南アジアの半導体関連メーカーへ

の提案営業活動の推進および生産体制の見直しを行いました。 

・液晶分野（主に構造部材）では、液晶製造メーカーとの協業関係が事業進捗に欠かせないことから、提案できる 

 人財教育と 適コストを実現する生産体制づくりを進めています。 

・通信分野（主に光レセプタクル、光フェルール）では、北米の通信機器関連メーカーへの提案営業活動の推進お 

 よび生産体制の見直しを行いました。 

・照明分野では、国内外のランプメーカーから高い評価をいただいている発光管に焦点を絞り事業活動を推進して 

 います。 

  

＜燃料電池＞ 

 燃料電池の心臓部である発電モジュールにおいて、当社のオンリーワン技術であるセラミック製発電セル（いわ

ゆるＳＯＦＣ）及び発電モジュールの製造・開発を推進し平成23年度中の事業化を目指しています。 

  

・燃料電池システムメーカー、ガス会社、研究機関等との継続的な共同実証試験により、効率性・耐久性等の性能

向上を図っています。 

・量産化に向けた一部設備投資の実施とコストリダクションを行っています。  

  

（Ｖプラン２０１７ 全社横断革新活動について） 

 Ｖプラン２０１７では、「国内住設事業」「海外住設事業」「新領域事業」の３つの事業領域にまたがる以下５

つの全社横断の革新活動をあわせて強力に推進しています。 

  

全社 適の商品戦略を進める「マーケティング革新」 

 全社 適視点での商品企画を行い、当社のオンリーワン技術をもって開発を進めます。また、日本で開発したコ

アテクノロジーをグローバルスタンダード技術とし、地域特性に応じた商品を開発・生産し、他社を凌駕する 

ＴＯＴＯらしいグローバルな商品戦略を推進していきます。 

  

強いコスト競争力を生み出す「サプライチェーン革新」 

 「原材料の調達から生産・物流を経てお客様に商品をお届するまでの流れ」を一本ととらえる、「高速サプライ

チェーン」の構築を行い、コスト競争力を高め、強固な経営体質の実現を目指します。 

  

新たな発想によるものづくりを進める「ものづくり革新」 

 「次世代生産設備の開発」「材料革命」「プラットフォーム化（標準化・共通化）の推進」など、全社 適の生

産技術開発へ体制を移行し、新たな発想によるものづくりを進めます。 

  

業務のムダをなくし、積極的な人財登用を進める「マネジメントリソース革新」 

 「コスト構造改革」では、売上に左右されない「強固な企業体質」の実現に向けて、間接業務の効率を高め、戦

略業務への人財投入を図り、成長戦略を達成できる強い企業体質へと変化させていきます。 

 「人財戦略」では、企業の総合力を向上させるために「多様で強い人財の育成」と「チャレンジする企業風土」

の実現を目指します。 
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（注）当社グループで働くすべての人々は「次世代を築く貴重な財産である」という考えから、「人材」ではなく

「人財」と表記しています。 

  

事業環境変化に対する迅速な経営判断のための「経営情報イノベーション」 

 事業環境の変化に対し、迅速な判断を可能にする経営体質を実現するために、効率・コスト・ＣＯ２削減視点で

の全社 適ビジネスプロセスの構築、全事業領域でのＩＴリソースの再配分、人財育成の強化を行い、さまざまな

事業環境の変化に対応できる経営情報基盤を再構築していきます。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く事業環境は、住宅投資に関する持ち直しの動きも見えはじめておりますが、雇用や所得

環境は依然として厳しく、個人消費の本格回復には力強さが欠けており、今後も厳しい状況が続くものと思われま

す。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、平成21年７月に、創立100周年を迎える平成29年（2017年）に向

け、国内住設・海外および新領域事業を柱とする長期ビジョン「ＴＯＴＯ Ｖプラン２０１７」を策定し、真のグロ

ーバル企業を目指してグループを挙げて取り組みを開始しました。今後はこの長期ビジョン実現に向け、国内住設

事業につきましては、当社独自の環境配慮型商品の普及促進などにより、リモデル戦略をさらに加速させるととも

に、事業構造改革を断行してまいります。 

 また、海外住設事業につきましては、超節水・高洗浄便器やウォシュレットなどの生活文化を徹底訴求するとと

もに、Ｍ＆Ａも視野に入れた事業拡大に積極的に取り組みます。さらに、新領域事業については、光触媒を用いた

空気浄化技術やＳＯＦＣ発電ユニットなど、今後成長が期待される分野の事業展開を加速させ、環境建材（ハイド

ロテクト）、セラミック、燃料電池の３事業の強化を図ります。 

   

（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 

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棚卸資産の評価方法 

 当第２四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しております。 

③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しております。

④経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

⑤法人税等並びに繰延税金資産及び負債の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前連結会計年度末から著しい変 

化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングを 

利用しております。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。   

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 39,660 34,527

受取手形及び売掛金 66,076 69,719

有価証券 11,000 18,500

商品及び製品 26,174 25,529

仕掛品 8,863 7,535

原材料及び貯蔵品 10,290 10,294

その他 15,537 14,619

貸倒引当金 △421 △577

流動資産合計 177,181 180,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 50,168 51,908

土地 39,119 39,284

その他（純額） 35,602 33,853

有形固定資産合計 124,890 125,046

無形固定資産   

のれん 145 174

その他 12,140 12,569

無形固定資産合計 12,286 12,744

投資その他の資産   

投資有価証券 32,296 35,056

その他 24,946 26,178

貸倒引当金 △947 △909

投資その他の資産合計 56,295 60,325

固定資産合計 193,473 198,116

資産合計 370,654 378,266

ＴＯＴＯ㈱ （5332） 平成23年３月期　第２四半期決算短信　　　

- 7 -



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,596 47,713

短期借入金 18,376 36,730

未払法人税等 1,270 1,668

製品点検補修引当金 186 239

事業再編引当金 328 614

その他 49,675 51,525

流動負債合計 122,434 138,491

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 19,935 284

退職給付引当金 37,842 39,314

その他 2,632 1,626

固定負債合計 70,410 51,225

負債合計 192,845 189,717

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,579 35,579

資本剰余金 29,428 29,505

利益剰余金 137,174 141,645

自己株式 △14,548 △14,530

株主資本合計 187,633 192,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,169 △254

繰延ヘッジ損益 42 231

為替換算調整勘定 △10,289 △8,505

評価・換算差額等合計 △14,416 △8,528

新株予約権 370 299

少数株主持分 4,221 4,578

純資産合計 177,808 188,549

負債純資産合計 370,654 378,266
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(2)四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 204,672 205,341

売上原価 135,446 129,552

売上総利益 69,226 75,788

販売費及び一般管理費 70,809 73,832

営業利益又は営業損失（△） △1,583 1,956

営業外収益   

受取利息 239 273

受取配当金 325 420

持分法による投資利益 709 719

その他 697 610

営業外収益合計 1,972 2,024

営業外費用   

支払利息 407 224

売上割引 439 431

為替差損 554 897

その他 494 967

営業外費用合計 1,895 2,520

経常利益又は経常損失（△） △1,506 1,459

特別利益   

土地等売却益 32 20

投資有価証券売却益 － 16

特別利益合計 32 36

特別損失   

投資有価証券売却損 3 0

関係会社株式売却損 － 82

有価証券評価損 94 720

会員権評価損 105 3

減損損失 13 65

事業再編費用 783 467

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 911

特別損失合計 1,000 2,252

税金等調整前四半期純損失（△） △2,474 △755

法人税、住民税及び事業税 1,698 1,546

法人税等調整額 180 70

法人税等合計 1,879 1,617

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,373

少数株主利益 252 424

四半期純損失（△） △4,606 △2,798
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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 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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損失（△） △2,474 △755

減価償却費 10,499 9,434

減損損失 13 65

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 911

有価証券評価損益（△は益） 94 720

会員権評価損 105 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77 △109

製品点検補修引当金の増減額（△は減少） △696 △52

事業再編引当金の増減額（△は減少） 406 △285

退職給付引当金の増減額（△は減少） △502 △1,421

受取利息及び受取配当金 △564 △694

支払利息 407 224

投資有価証券売却損益（△は益） 3 △15

関係会社株式売却損益（△は益） － 82

土地売却損益（△は益） △32 △20

固定資産除却損 290 460

売上債権の増減額（△は増加） 5,599 3,855

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,249 △2,434

仕入債務の増減額（△は減少） △6,786 5,075

その他 △489 396

小計 13,200 15,442

利息及び配当金の受取額 739 1,052

利息の支払額 △302 △260

法人税等の支払額 △2,081 △1,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,554 14,356

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 △2,116 △2,328

定期預金の払戻による収入 2,383 2,368

短期貸付金の増減額（△は増加） 4 △40

有形固定資産の取得による支出 △5,160 △9,003

有形固定資産の売却による収入 133 117

無形固定資産の取得による支出 △2,023 △1,231

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △266 △1,629

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入 25 29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △15

長期貸付けによる支出 △12 △2

長期貸付金の回収による収入 36 27

その他 31 △721

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,963 △12,428
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（単位：百万円）

前第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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △687 △13,201

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 5,000 13,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △5,000 △15,000

長期借入れによる収入 － 19,700

長期借入金の返済による支出 △10 △5,006

配当金の支払額 △1,732 △1,731

自己株式の取得による支出 △19 △24

その他 △575 △439

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,025 △2,702

現金及び現金同等物に係る換算差額 472 △1,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,037 △2,241

現金及び現金同等物の期首残高 43,865 50,563

現金及び現金同等物の四半期末残高 45,903 48,322
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該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

  

   

  

  

  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

  

報告セグメント  

国内住設事業 

海外住設事業   

米州 中国 
アジア・ 

オセアニア 
欧州 計 

 売上高               

 外部顧客への売上高 169,166    8,625     13,035    5,067     945    27,673 

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高  
    4,923           3    4,083    4,235      14     8,336 

 計     174,089       8,628    17,118    9,302     959    36,009 

 営業利益 

 又は営業損失（△） 
    734          85    3,343     463    △858     3,033 

  

報告セグメント 

その他 合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 

新領域事業 
計 

環境建材 セラミック 計 

 売上高                 

 外部顧客への売上高  4,271   4,122  8,394 205,234     107 205,341      －  205,341 

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高  
144    －   144  13,404     366  13,771 △13,771      － 

 計  4,416   4,122   8,539  218,639     474  219,113 △13,771  205,341 

 営業利益 

 又は営業損失（△） 
  △757   △221  △978   2,789     126   2,915  △959  1,956 

（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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