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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 

  

(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 575,523 21.8 16,041 62.7 16,024 31.5 8,079 ―

22年3月期第2四半期 472,479 △9.1 9,857 △27.6 12,182 △15.6 △9,898 ―

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 28.45 ―

22年3月期第2四半期 △35.49 ―

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 1,128,582 531,958 46.5 1,843.50
22年3月期 1,033,503 516,321 49.7 1,842.78

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  525,036百万円 22年3月期  513,939百万円

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  
 

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00

23年3月期 ― 20.00

23年3月期 
（予想）

― 20.00 40.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 1,200,000 22.1 50,000 92.4 50,000 79.5 26,000 ― 91.29



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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報告書の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報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料で記載されている業績予想は、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。よっ
て、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは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．３ 「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q  313,054,255株 22年3月期  313,054,255株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  28,250,002株 22年3月期  34,160,840株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  283,961,292株 22年3月期2Q  278,900,082株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、景気に緩やかな回復の動きがみられたものの、失業率が高水

準で推移し、物価の動向は緩やかなデフレ状況にあるほか、海外経済動向や為替レートの変動もあって先行きは不

透明となっております。住宅業界においては、住宅取得支援策の後押しもあり新設住宅着工戸数に持ち直しの兆し

があるものの、低い水準で推移しております。 

当社グループでは、成長戦略の遂行や海外移転などによるコスト競争力の強化に取り組むほか、戦略投資とし

てサンウエーブ工業株式会社や新日軽株式会社の子会社化など、中期方針に基づく諸施策を着実に実行してまいり

ました。また、グループ内の重複部分の統合、相互活用によるシナジー創出に努め、その一環として水回り設備事

業において営業部門の統合子会社を設立し営業を開始いたしました。 

これらの活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は新規連結による影響もあり５，７５５億２３百万

円（前年同期比２１．８％増）、営業利益はコスト削減に努めたことなどから１６０億４１百万円（前年同期比６

２．７％増）と大幅な増収増益を達成することができました。経常利益は営業外収支悪化があったものの１６０億

２４百万円（前年同期比３１．５％増）、四半期純利益は負ののれん発生益や、前年同期に多額の減損損失があっ

たことなどから特別損益が好転し８０億７９百万円（前年同期は９８億９８百万円の四半期純損失）を計上するこ

とができました。 

 

セグメント別の概況は次のとおりであります。 

  

[金属製建材事業] 

  金属製建材事業においては、新日軽の子会社化に伴う影響などもあり、売上高は２，２８２億１１百万円（前年

同期比２８．０％増）、営業利益は工場再編などのコスト改善策が奏功し１１９億２８百万円（前年同期比４９．

４％増）と大幅な増収増益を確保するこができました。 

  

[水回り設備事業] 

  水回り設備事業においては、サンウエーブ工業の新規連結などもあり、売上高は１，８２０億６９百万円（前年

同期比３８．８％増）、営業利益は競争激化による販売価格の下落がありましたが３２億９７百万円（前年同期比

４．８％増）と増収増益を確保することができました。 

  

[その他建材・設備事業] 

  その他建材・設備事業においては、建築投資低迷の影響もあり、売上高は７３４億３０百万円（前年同期比１．

３％減）と減収、利益面では事業のダウンサイジングなどに取り組み改善したものの１億５百万円の営業損失（前

年同期は１２億１６百万円の営業損失）でありました。 

  

[流通・小売り事業]  

  流通・小売り事業においては、新規出店効果などから、売上高は６９７億２２百万円（前年同期比０．９％増）

と増収でありましたが、営業利益は１３億８５百万円（前年同期比４６．１％減）と新業態展開の先行投資負担も

あり減益となりました。 

  

[住宅・不動産他事業] 

  住宅・不動産他事業においては、収益構造の改革に努めた結果、売上高は２７６億７５百万円（前年同期比１

３．５％増）と増収、利益面では６億２６百万円（前年同期は１７億７４百万円の営業損失）と黒字転換いたしま

した。       

  

 なお、セグメント別の売上高はセグメント間取引消去前であり、営業損益は全社費用控除前であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、新規連結に伴う資産の受入による増加と運転資本の季節的な増減か

ら、前期末に比し９５０億７８百万円増加の１兆１，２８５億８２百万円となりました。なお、純資産は５，３１

９億５８百万円、自己資本比率は４６．５％であります。 

  

  キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

  当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、１７２億７６百万円となりました。前年同

期と比して、税金等調整前四半期純利益の水準は増加したものの、運転資金や非資金項目の変動に加え法人税等の

支払増加などにより、１０８億１１百万円の減少となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資支出のほか、手元運用資産の取り崩しや子会社株式の売却に係

る資金増加などで△８５億３７百万円となりました。前年同期に比べて１８０億１１百万円の支出減少でありま

す。  

  財務活動によるキャッシュ・フローは、新規連結子会社の有利子負債返済のほか、配当金支払や自己株式の取得

などの支出と長期借入調達などにより△３９８億１５百万円となりました。前年同期に比べて３３６億１百万円の

支出増加であります。 

  これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、新規連結による影響なども含めると、前

期末に比べて２０４億９９百万円減少の６８８億２百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期の状況から、業績予想（平成22年４月30日発表）の見直しは行っておりません。 

  

（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 簡便な会計処理 

   一部の項目について簡便な会計処理を適用しておりますが、重要なものはありません。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 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。 

  これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ183百万円、税金等調整前四半期純利益は4,055百万円減少して 

 おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は6,107百万円であります。   

  

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

   第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26 

 日）、「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）、「「研究開発費等に係 

 る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企 

 業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26 

 日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成20年12月26日）を適用しております。 

  

２．その他の情報
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３．連結財務諸表等 
（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 76,912 98,504

受取手形及び売掛金 263,447 218,299

有価証券 12,995 20,987

商品及び製品 97,442 75,323

仕掛品 14,403 11,492

原材料及び貯蔵品 29,181 26,439

その他のたな卸資産 13,372 13,346

短期貸付金 13,114 11,329

繰延税金資産 16,067 14,307

その他 44,466 36,593

貸倒引当金 △5,678 △4,644

流動資産合計 575,726 521,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 436,269 384,333

減価償却累計額 △280,469 △237,873

建物及び構築物（純額） 155,799 146,459

機械装置及び運搬具 292,185 250,541

減価償却累計額 △239,917 △199,273

機械装置及び運搬具（純額） 52,268 51,267

土地 190,262 176,305

建設仮勘定 4,888 3,005

その他 89,929 69,990

減価償却累計額 △72,611 △55,149

その他（純額） 17,317 14,841

有形固定資産合計 420,536 391,880

無形固定資産   

のれん 9,048 4,697

その他 14,035 13,144

無形固定資産合計 23,084 17,841

投資その他の資産   

投資有価証券 37,855 38,563

長期貸付金 7,335 2,775

繰延税金資産 11,055 10,848

その他 77,201 70,967

貸倒引当金 △24,213 △21,354

投資その他の資産合計 109,235 101,801

固定資産合計 552,856 511,523

資産合計 1,128,582 1,033,503
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（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 150,357 121,603

短期借入金 45,848 47,319

1年内償還予定の社債 140 140

未払費用 48,825 44,305

未払法人税等 7,612 6,985

賞与引当金 17,300 15,682

工場再編関連損失引当金 951 913

資産除去債務 271 －

その他 68,017 56,218

流動負債合計 339,326 293,169

固定負債   

社債 50,210 50,280

長期借入金 124,143 120,875

退職給付引当金 30,976 11,001

役員退職慰労引当金 605 1,034

繰延税金負債 6,234 6,185

負ののれん 493 772

資産除去債務 6,023 －

その他 38,612 33,863

固定負債合計 257,297 224,012

負債合計 596,624 517,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 68,121 68,121

資本剰余金 260,179 259,702

利益剰余金 257,873 255,403

自己株式 △52,870 △63,766

株主資本合計 533,304 519,461

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 472 2,659

繰延ヘッジ損益 △107 41

為替換算調整勘定 △8,633 △8,223

評価・換算差額等合計 △8,268 △5,521

少数株主持分 6,921 2,382

純資産合計 531,958 516,321

負債純資産合計 1,128,582 1,033,503
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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 472,479 575,523

売上原価 327,640 392,349

売上総利益 144,838 183,174

販売費及び一般管理費 134,981 167,132

営業利益 9,857 16,041

営業外収益   

受取利息 606 765

受取配当金 868 857

受取賃貸料 2,971 3,156

負ののれん償却額 218 278

持分法による投資利益 334 －

デリバティブ評価益 664 11

その他 1,604 2,204

営業外収益合計 7,268 7,274

営業外費用   

支払利息 1,904 2,057

為替差損 88 686

賃貸収入原価 2,225 2,242

その他 724 2,305

営業外費用合計 4,943 7,292

経常利益 12,182 16,024

特別利益   

固定資産売却益 76 313

投資有価証券売却益 1 10

抱合せ株式消滅差益 78 －

負ののれん発生益 － 3,082

段階取得に係る差益 － 3,009

持分変動利益 － 576

特別利益合計 157 6,991

特別損失   

固定資産除売却損 1,153 827

投資有価証券評価損 252 235

関係会社株式評価損 1,013 938

工場再編関連損失 3,905 583

投資有価証券売却損 － 20

減損損失 12,712 618

抱合せ株式消滅差損 － 59

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,876

特別損失合計 19,038 7,159

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（△）

△6,698 15,856

法人税、住民税及び事業税 6,006 7,134

法人税等調整額 △2,810 476

法人税等合計 3,195 7,611

少数株主損益調整前四半期純利益 － 8,245

少数株主利益 4 165

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,898 8,079
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△6,698 15,856

減価償却費 15,780 17,071

減損損失 12,712 618

負ののれん償却額 △218 △278

負ののれん発生益 － △3,082

のれん償却額 － 2,309

貸倒引当金の増減額（△は減少） 174 △376

工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) 1,543 38

退職給付引当金の増減額（△は減少） △257 △514

前払年金費用の増減額（△は増加） 362 384

受取利息及び受取配当金 △1,475 △1,623

支払利息 1,904 2,057

為替差損益（△は益） 106 △38

持分法による投資損益（△は益） △334 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,263 1,183

固定資産除売却損益（△は益） 1,077 514

段階取得に係る差損益（△は益） － △3,009

持分変動損益（△は益） － △576

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,876

売上債権の増減額（△は増加） 12,364 11,163

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,477 △10,868

仕入債務の増減額（△は減少） △11,605 △9,851

その他 △582 △1,098

小計 30,593 23,756

利息及び配当金の受取額 1,391 1,551

利息の支払額 △1,903 △2,103

法人税等の支払額 △1,992 △5,927

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,088 17,276
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △5,280 1,294

有価証券の取得による支出 △71,482 △60,985

有価証券の売却及び償還による収入 81,484 68,981

有形及び無形固定資産の取得による支出 △15,210 △16,975

有形及び無形固定資産の売却による収入 274 667

投資有価証券の取得による支出 △4,138 △4,328

投資有価証券の売却及び償還による収入 24 152

子会社株式の売却による収入 － 4,577

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△8,493 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 4,422

短期貸付金の増減額（△は増加） 932 △1,899

長期貸付けによる支出 △247 △4,798

長期貸付金の回収による収入 928 356

金銭の信託の取得による支出 － △5,009

金銭の信託の償還による収入 － 6,509

その他の支出 △5,897 △1,996

その他の収入 559 494

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,548 △8,537

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

△1,163 △20,144

連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) △2,799 0

長期借入金の返済による支出 △52,035 △6,555

長期借入れによる収入 41,000 5,000

リース債務の返済による支出 △405 △946

社債の償還による支出 △85 △6,820

社債の発行による収入 14,925 －

自己株式の処分による収入 0 1

自己株式の取得による支出 △8 △4,626

配当金の支払額 △5,578 △5,577

少数株主への配当金の支払額 △63 △146

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,213 △39,815

現金及び現金同等物に係る換算差額 216 △282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,457 △31,358

現金及び現金同等物の期首残高 73,973 89,302

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,488 412

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 10,445

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

265 0

現金及び現金同等物の四半期末残高 72,269 68,802
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  該当事項はありません。 

  

［事業の種類別セグメント］  

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） 

  

［セグメント情報］ 

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) 

  

（追加情報）  

  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。 

  

  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

  
金属製建
材事業 
(百万円) 

水回り設
備事業  
(百万円)

その他建
材・設備
事業 

(百万円)

流通・小
売り事業
(百万円)

住宅・不
動産他 
事業 

(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は全
社 

(百万円) 

連結
(百万円)

売上高                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
 176,641  129,838  73,619  68,614  23,766  472,479  －  472,479

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,582  1,337  780  452  625  4,778    (4,778)  －

計  178,223  131,175  74,399  69,067  24,392  477,258     (4,778)  472,479

営業利益（△損失）  7,982  3,147  △1,216  2,570  △1,774  10,709  (852)  9,857

  

報告セグメント

合計 調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 

金属製建
材事業 

  

水回り設
備事業 

  

その他建
材・設備
事業 

流通・小
売り事業

  

住宅・不
動産他 
事業 

売上高                 

外部顧客への売上高  226,044  180,681  72,563  69,242  26,992  575,523  －  575,523

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,167  1,388  867  479  683  5,585  △5,585  －

計  228,211  182,069  73,430  69,722  27,675  581,109  △5,585  575,523

セグメント利益（△損失） 

（営業利益（△損失）） 
 11,928  3,297  △105  1,385  626  17,130  △1,089  16,041

（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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