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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）

(1)連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

％ ％ ％ ％
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22年3月期第2四半期
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(2)連結財政状態
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(参考）自己資本 23年3月期第2四半期    ,   6,797百万円 22年3月期   8,364百万円

2.　配当の状況
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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）
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(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 無
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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2Ｑ 22年3月期

　　②期末自己株式数   23年3月期2Ｑ 22年3月期

　　③期中平均株式数(四半期累計)   23年3月期2Ｑ 22年3月期2Ｑ

※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。

 77,644,331株

   134,616株

77,652,605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

  136,307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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善が続くなか、景気は自律的回復に向け

た動きも見られましたが、円高・株安や世界経済の減速懸念等により、個人消費、企業の設備投資は依然と

して低水準で推移いたしました。 

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、夏場以降、学校耐震補強工事に伴う内装改

修工事や中小工場関連への設備投資が徐々に増加し、若干回復傾向にはなってきたものの、第1四半期連結

累計期間での市場の低迷に伴う業績悪化を補うことができませんでした。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、拡販に努めましたが、依然として厳しい状況下

での事業運営となりました。 

このような状況のなか、当社は、本年7月に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計画を策定し、直ちに実施い

たしました。生産面におきましては、けい酸カルシウム板を生産する当社の生産子会社である株式会社エー

アンドエー愛知での生産を9月30日付で中止し、生産拠点を同じく生産子会社である株式会社エーアンドエ

ー茨城および株式会社エーアンドエー大阪に集約することで、工場の稼働率を改善させました。また、営業

面におきましては、同日付で4カ所の営業所（郡山、松本、岡山、鹿児島）を閉鎖する等の組織改定を行っ

ております。人員体制の見直しとして9月１日～10月15日の期間に50人の希望退職者を募集し、47人の応

募があり、希望退職者およびその他の退職者等による人員減少に伴う収益改善効果額は、約 400 百万円（通

年ベース）が見込まれます。平成 22 年 10 月 1 日現在の従業員数（臨時従業員および派遣社員を含む）は、

平成22 年3 月末日に比し、149 名減員の 1,086 名となりました。 

当第2 四半期連結累計期間の業績につきましては、建設・建材事業および工業製品・エンジニアリング事業の

材料販売・工事売上とも減少となり、売上高は17,179百万円(完成工事高6,142百万円を含む)と前年同期に

比し20.6％の減収となりました。 

     損益面につきましては、売上高の大幅な減少に対し、コストの低減および固定費の削減も及ばず、営業損

失244百万円、経常損失371百万円となりました。 

特別利益として、固定資産売却益等 364 百万円の計上がありましたが、特別損失として、事業構造改革損

失等1,683百万円を計上した結果、四半期純損失は1,438百万円となりました。 

当社は、健全な企業活動による利益の確保と拡大を目指し、安定した収益に基づきその一部を配当として

株主の皆様に還元することを基本方針としております。しかしながら、中間配当につきましては、当第 2 四

半期累計期間の業績の状況から見送らせていただきます。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 

建設・建材事業 

材料販売につきましては、主力商品であります けい酸カルシウム板の販売数量は、台湾輸出向けの同商品

が前年同期に比し堅調に推移しておりますが、国内におきましては、非住宅の新規着工件数の減少が大きく影

響し、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。この結果、材料

販売全体の売上高は、6,349百万円となりました。 

工事につきましては、公共工事および企業の設備投資抑制等により、完成工事高は1,698百万円となりまし

た。 

この結果、建設・建材事業全体の売上高は、8,049百万円となりました。 

 

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たものの、電力・

造船・プラント業界におきましては、需要が低迷し拡販に努めましたが、電力ならびに一般プラント向け非金

属製伸縮継手、プラント配管および機器向け保温保冷断熱材の売上高は減少しました。 

自動車関連におきましては、主力商品であります二輪車用ブレーキライニングの国内生産が低調に推移い

たしましたが、一方、インドネシアでの海外生産は、大幅に増加いたしました。この結果、自動車関連の売上
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高は、前年同期に比し37.9％の大幅増となり、1,752百万円となりました。また、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つきましても前年同期に比し増加いたしました。産業機械用ブレーキにつきま

しては、設備投資等の回復により僅かながら増加に転じました。 

材料販売全体の売上高は、4,674百万円となりました。 

工事につきましては、新規設備投資の抑制による工事の中止または延期が多く発生し、またメンテナンス投

資の減少も相俟って、完成工事高は4,444百万円となりました。 

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 9,118 百万円

となりました。 

 

その他 

   不動産賃貸収入でありますが、売上高は11百万円となりました。 

    

[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2四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2,154 百万円減少し45,716 百万

円となりました。これは未成工事支出金の増加459百万円に対し、完成工事未収入金の減少959百万円、土地

の減少912百万円、機械装置及び運搬具の減少551百万円などによるものです。 

 (負債) 

当第2四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587百万円減少し、38,918百万円と

なりました。これはリース債務の増加688百万円に対し、支払手形及び買掛金の減少1,421百万円などによる

ものです。 

(純資産) 

  当第2四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1,566 百万円減少し6,797 百万

円となりました。これは利益剰余金が1,298百万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2四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5百万円増加

し、2,736百万円になりました。 

      (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

たな卸資産の増加390百万円、仕入債務の減少1,421百万円などにより、752百万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290百万円、有形固定資産の売却による収入572百万円などにより、339百

万円の増加となりました。    

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

長期借入金の返済による支出 2,411 百万円、短期借入金の純増減額 1,960 百万円、長期借入れによる収入

898百万円などにより、418百万円の増加となりました。 
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（３） 連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、急激な円高や長引く消費不振から企業の設備投資の回復が遅れることが懸念

されますが、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、各地区において食品・薬品工場建

設等の大型物件が控えており、また台湾での市況も安定感を保っていることから、建設・建材事業の収益が改

善されることが予想されます。また、事業の第三の柱として環境エネルギーに関する事業分野の拡大を目指し

てまいりましたが、昨年度の環境リサイクル事業スタートに引き続き、本年 4 月に環境エネルギー事業の第

１弾として｢超軽量太陽光発電パネル ライトソーラー｣を上市しました。従来の太陽光発電システムでは重量

的に設置ができないとされていた工場、倉庫、駅ホームなどのスレート屋根をターゲットとして、波形スレー

ト屋根を知り尽くしている当社の工事会社であるエーアンドエー工事株式会社が施工いたします。 

工業製品・エンジニアリング事業の自動車関連におきましては、二輪車需要が拡大するインドネシア市場で

の供給力を強化するため、二輪車用ブレーキライニングの生産能力をさらに増強し、現地に進出している日系

二輪車メーカーに供給できる体制を構築いたします。 

当社グループは、今後とも固定費の圧縮および事業の合理化に鋭意取り組み収益性を高めていく所存であり

ます。 

    平成22年8月13日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成23年3月期（平成22年4月1

日～平成23年3月31日）の第2四半期連結累計期間および通期における連結・個別業績予想を公表いたしま

した。 

    その後の事業活動の結果に加え、第2四半期連結累計期間における実績および当社が現時点において入手可

能な情報に基づく業界の動向を勘案した結果、第2四半期連結累計期間における連結・個別業績予想を修正い

たしました。 

    なお、通期の業績予想につきましては、現時点では平成22年8月13日公表の通期業績予想の変更は行いま

せんが、今後の業績推移に応じて修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。詳細につきまして

は、平成22年11月8日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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 

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」等の適用 

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、当第2四半期連結累計期間の営業損失、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42百万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 2,763 2,760

受取手形及び売掛金 6,926 7,009

完成工事未収入金 2,374 3,333

商品及び製品 3,802 3,851

仕掛品 256 239

原材料及び貯蔵品 423 460

未成工事支出金 2,680 2,220

その他 1,030 1,314

貸倒引当金 △22 △14

流動資産合計 20,236 21,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,710 1,876

機械装置及び運搬具（純額） 3,104 3,656

土地 17,865 18,778

その他（純額） 955 275

有形固定資産合計 23,637 24,587

無形固定資産 411 497

投資その他の資産 1,431 1,608

固定資産合計 25,480 26,693

資産合計 45,716 47,870
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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 4,669 6,090

短期借入金 13,017 11,440

未払法人税等 103 119

未成工事受入金 1,139 1,051

賞与引当金 39 12

引当金 4 6

事業構造改革引当金 183 －

その他 2,803 2,640

流動負債合計 21,961 21,361

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 7,748 8,879

退職給付引当金 2,631 2,904

引当金 107 127

再評価に係る繰延税金負債 4,480 4,764

その他 1,488 967

固定負債合計 16,957 18,143

負債合計 38,918 39,505

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,889 3,889

利益剰余金 2,347 3,645

自己株式 △14 △14

株主資本合計 6,221 7,519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58 107

繰延ヘッジ損益 △170 △95

土地再評価差額金 694 835

為替換算調整勘定 △6 △2

評価・換算差額等合計 576 844

純資産合計 6,797 8,364

負債純資産合計 45,716 47,870
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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 21,624 17,179

売上原価 17,693 13,487

売上総利益 3,930 3,691

販売費及び一般管理費 4,200 3,936

営業損失（△） △269 △244

営業外収益   

受取利息 23 14

受取配当金 13 12

助成金収入 68 39

その他 65 63

営業外収益合計 170 130

営業外費用   

支払利息 243 217

持分法による投資損失 99 8

その他 26 31

営業外費用合計 368 257

経常損失（△） △468 △371

特別利益   

固定資産売却益 － 348

投資有価証券売却益 － 16

貸倒引当金戻入額 39 －

特別利益合計 39 364

特別損失   

固定資産除却損 2 2

減損損失 522 169

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 － 183

事業構造改革損失 － 1,286

石綿健康障害補償金 56 －

事業撤退損 61 －

特別損失合計 643 1,683

税金等調整前四半期純損失（△） △1,072 △1,690

法人税、住民税及び事業税 26 31

法人税等調整額 － △283

法人税等合計 26 △251

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,438

四半期純損失（△） △1,099 △1,438
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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（△） △1,072 △1,690

減価償却費 683 646

減損損失 522 169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △109 27

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76 △273

受取利息及び受取配当金 △37 △27

支払利息 243 217

有形固定資産売却損益（△は益） － △348

有形固定資産除却損 2 2

投資有価証券売却損益（△は益） － △16

石綿健康障害補償金 56 －

事業構造改革引当金繰入額 － 183

事業構造改革損失 － 1,286

売上債権の増減額（△は増加） 1,385 1,000

たな卸資産の増減額（△は増加） 702 △390

その他の流動資産の増減額（△は増加） 369 209

仕入債務の増減額（△は減少） △1,715 △1,421

その他の流動負債の増減額（△は減少） 95 △71

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41

その他 △73 △48

小計 1,086 △504

利息及び配当金の受取額 37 27

利息の支払額 △247 △220

石綿健康障害補償金の支払額 △55 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 78 △55

営業活動によるキャッシュ・フロー 900 △752

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 △18

定期預金の払戻による収入 20 18

有形固定資産の取得による支出 △187 △290

有形固定資産の売却による収入 － 572

無形固定資産の取得による支出 △5 －

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

投資有価証券の売却による収入 40 38

貸付けによる支出 △57 △65

貸付金の回収による収入 42 61

その他 △1 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △178 339

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） 869 1,960

長期借入れによる収入 280 898

長期借入金の返済による支出 △1,844 △2,411

その他 4 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △690 418
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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) 

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） 30 5

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 2,308 2,736
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　(４)　継続企業の前提に関する注記

　　　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)

　　　　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)
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)

10,502 9,833 1,270 16 21,624 - 21,624

60 16 167 85 329 (329) - 
10,563 9,850 1,438 101 21,953 (329) 21,624

283 420 △ 156 87 634 (904) △ 269

 （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)
　　　　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)
　　　　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。

　　売上高又は振替高

営業利益又は営業損失(△)

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
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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）

8,049 9,118 17,167 11 17,179 - 17,179

39 1 40 155 196 △ 196 - 

8,088 9,119 17,208 167 17,375 △ 196 17,179

184 211 396 156 552 △ 796 △ 244

 （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△796百万円には、セグメント間取引消去△196百万円、各報告セグメントに配分していない

　　　 　　全社費用△600百万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

　 (固定資産に係る重要な減損損失)

　　　 当第2四半期連結会計期間において、遊休資産のうち土地価額が大幅に下落したものについて、当該資産の

　　回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

　　当該減損損失の全社費用への計上額は169百万円であります。

（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。

　(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)

　　　　該当事項はありません。

　　セグメント間の内部

　　売上高又は振替高

セグメント利益又は損失(△)

　　

売上高

計

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

報告セグメント

その他
（注）1

㈱エーアンドエーマテリアル(5391)　平成23年3月期　第2四半期決算短信

11




