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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 894,959 23.6 35,540 63.7 35,972 48.5 17,388 ―

22年3月期第3四半期 723,862 △8.7 21,706 △11.3 24,217 12.7 △4,430 ―

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3四半期 61.18 ―

22年3月期第3四半期 △15.89 ―

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3四半期 1,182,726 537,334 44.8 1,862.34
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3四半期  530,395百万円 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  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3Q  28,254,528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3Q  284,213,596株 22年3月期3Q  278,898,951株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益が改善し設備投資や個人消費に持ち直しの動きが見

られるなど景気は緩やかに回復しております。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

戸数は低水準ながら改善傾向で推移いたしました。 

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と相互活用によるシナジー創出に努めたほか、その一環として連結子会社

であるトステム株式会社と株式会社ＩＮＡＸほか３社の合併契約を締結いたしました。 

これらの活動の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は拡販活動に注力したほか新規連結による影響もあり

８，９４９億５９百万円（前年同期比２３．６％増）、営業利益はコスト削減効果の発現などから３５５億４０百

万円（前年同期比６３．７％増）、経常利益は営業外収支悪化があったものの３５９億７２百万円（前年同期比４

８．５％増）と大幅な増収増益を達成することができました。また、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１７３億８８百万円（前年同期は４４億３０百万円の四

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、防音・断熱内窓などが好調に推移したことに加え新日軽の子会社化に伴う影響など

もあり、売上高は３,５０５億９４百万円（前年同期比３０．７％増）、営業利益は工場再編などのコスト改善策

が奏功し２１２億１百万円（前年同期比５４．２％増）と大幅な増収増益を確保することができました。 

  

[水回り設備事業] 

  水回り設備事業においては、住設分野での販売が好調に推移したことに加えサンウエーブ工業の新規連結なども

あり、売上高は２，８６７億９３百万円（前年同期比３８．７％増）、営業利益は生産拠点の集約などのコストダ

ウン活動が寄与し１０５億６４百万円（前年同期比４５．６％増）と大幅な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、木質内装建材類の伸張などもあり売上高は１，１６５億１９百万円（前年同

期比２．６％増）と増収、営業利益は事業のダウンサイジング諸施策の成果などから１８億５９百万円（前年同期

は７億９１百万円の営業損失）と黒字転換いたしました。 

  

[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１，０８６億３３百万円（前年同期比３．８％

増）と増収でありましたが、営業利益は２７億２百万円（前年同期比３３．７％減）と新業態展開の先行投資負担

によ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４２８億２百万円（前年同期比１２．

３％増）と増収、利益面では１１億５７百万円の営業利益（前年同期は１３億２１百万円の営業損失）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、営業利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３四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のほか、運転資本や貸付金並びに投資有価

証券の増加と現預金や有価証券の減少などから、前期末に比し１，４９２億２２百万円増加の１兆１，８２７億２

６百万円となりました。なお、純資産は５，３７３億３４百万円、自己資本比率は４４．８％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３四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、２８５億９百万円の資金増加となりまし

た。前年同期と比しては１３３億７７百万円の減少であり、税金等調整前四半期純利益の水準が高まったものの非

資金項目の変動や運転資金と法人税等の支払が増加したことが主な要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資や貸付金並びに資本提携に係る株式取得の支出のほか、手元運

用資産の取り崩しや子会社株式の売却に係る収入などから１３１億８６百万円の資金減少となりました。前年同期

に比べて１３９億１０百万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と配当金支払や自己株式取得の支出の

ほか長期借入金による調達を行ったことなどから３５１億４９百万円の資金減少となりました。前年同期に比べて

２０５億３６百万円の支出増加であります。 

これらの結果、当第３四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９６億１０百万円減少の７９６億９２百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期の状況から、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284百万円、税金等調整前四半期純利益は3,498百万円減少 

 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。  

  

③ 会計基準等の改正に伴う変更以外の変更  

   重要な引当金の計上基準 

   ショールーム統合関連損失引当金 

   当社グループのショールーム統合を目的として決定したショールームの閉鎖等に係る損失に備えるため、その 

 合理的な見積り額を計上しております。   

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 85,016 98,504

受取手形及び売掛金 291,820 218,299

有価証券 7,996 20,987

商品及び製品 106,371 75,323

仕掛品 15,219 11,492

原材料及び貯蔵品 31,007 26,439

その他のたな卸資産 15,633 13,346

短期貸付金 15,646 11,329

繰延税金資産 12,404 14,307

その他 50,954 36,593

貸倒引当金 △6,433 △4,644

流動資産合計 625,635 521,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 433,917 384,333

減価償却累計額 △280,523 △237,873

建物及び構築物（純額） 153,394 146,459

機械装置及び運搬具 290,359 250,541

減価償却累計額 △238,649 △199,273

機械装置及び運搬具（純額） 51,709 51,267

土地 189,088 176,305

建設仮勘定 8,090 3,005

その他 92,860 69,990

減価償却累計額 △76,299 △55,149

その他（純額） 16,561 14,841

有形固定資産合計 418,844 391,880

無形固定資産   

のれん 8,513 4,697

その他 13,739 13,144

無形固定資産合計 22,252 17,841

投資その他の資産   

投資有価証券 44,932 38,563

長期貸付金 7,170 2,775

繰延税金資産 10,703 10,848

その他 78,328 70,967

貸倒引当金 △25,141 △21,354

投資その他の資産合計 115,993 101,801

固定資産合計 557,090 511,523

資産合計 1,182,726 1,033,503
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 178,066 121,603

短期借入金 46,708 47,319

1年内償還予定の社債 140 140

未払費用 52,979 44,305

未払法人税等 6,612 6,985

賞与引当金 9,247 15,682

工場再編関連損失引当金 856 913

ショールーム統合関連損失引当金 915 －

資産除去債務 565 －

その他 87,263 56,218

流動負債合計 383,355 293,169

固定負債   

社債 50,210 50,280

長期借入金 128,177 120,875

退職給付引当金 31,134 11,001

役員退職慰労引当金 627 1,034

繰延税金負債 6,871 6,185

負ののれん 462 772

資産除去債務 5,666 －

その他 38,886 33,863

固定負債合計 262,036 224,012

負債合計 645,391 517,181

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 261,763 255,403

自己株式 △52,877 △63,766

株主資本合計 537,186 519,461

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,403 2,659

繰延ヘッジ損益 △186 41

為替換算調整勘定 △9,008 △8,223

評価・換算差額等合計 △6,791 △5,521

少数株主持分 6,939 2,382

純資産合計 537,334 516,321

負債純資産合計 1,182,726 1,033,503
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 723,862 894,959

売上原価 499,596 606,149

売上総利益 224,265 288,810

販売費及び一般管理費 202,559 253,269

営業利益 21,706 35,540

営業外収益   

受取利息 940 1,277

受取配当金 1,230 1,025

受取賃貸料 4,368 4,661

負ののれん償却額 517 309

持分法による投資利益 726 －

デリバティブ評価益 729 141

その他 2,986 3,001

営業外収益合計 11,500 10,418

営業外費用   

支払利息 2,903 3,151

為替差損 826 707

賃貸収入原価 3,309 3,474

その他 1,950 2,653

営業外費用合計 8,989 9,986

経常利益 24,217 35,972

特別利益   

固定資産売却益 91 344

投資有価証券売却益 3 23

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 173 7,036

特別損失   

固定資産除売却損 1,447 1,277

投資有価証券評価損 503 266

関係会社株式評価損 1,054 938

投資有価証券売却損 － 82

工場再編関連損失 4,004 588

ショールーム統合関連損失 － 2,334

減損損失 13,103 1,003

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 20,113 10,427

税金等調整前四半期純利益 4,277 32,581

法人税、住民税及び事業税 6,507 10,304

法人税等調整額 2,367 4,493

法人税等合計 8,875 14,798

少数株主損益調整前四半期純利益 － 17,783

少数株主利益又は少数株主損失（△） △166 394

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,430 17,388
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 4,277 32,581

減価償却費 24,235 26,401

減損損失 13,103 1,003

負ののれん償却額 △517 △309

負ののれん発生益 － △3,082

のれん償却額 1,283 2,855

貸倒引当金の増減額（△は減少） 615 828

工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) 1,443 △57

ショールーム統合関連損失引当金の増減額(△は
減少)

－ 915

退職給付引当金の増減額（△は減少） △583 △356

前払年金費用の増減額（△は増加） 537 573

受取利息及び受取配当金 △2,171 △2,303

支払利息 2,903 3,151

為替差損益（△は益） 160 132

持分法による投資損益（△は益） △726 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,554 1,264

固定資産除売却損益（△は益） 1,356 932

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） 257 △12,648

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,360 △24,798

仕入債務の増減額（△は減少） 2,457 17,524

その他 △5,041 △4,628

小計 49,506 40,270

利息及び配当金の受取額 2,085 2,185

利息の支払額 △3,002 △3,258

法人税等の支払額 △6,702 △10,689

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,886 28,509
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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） 2,149 4,024

有価証券の取得による支出 △122,373 △79,977

有価証券の売却及び償還による収入 134,768 92,974

有形及び無形固定資産の取得による支出 △19,863 △24,826

有形及び無形固定資産の売却による収入 382 992

投資有価証券の取得による支出 △4,286 △8,649

投資有価証券の売却及び償還による収入 30 252

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

△9,550 －

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） △961 △5,417

長期貸付けによる支出 △974 △4,875

長期貸付金の回収による収入 1,199 591

金銭の信託の取得による支出 △9,000 △5,009

金銭の信託の償還による収入 3,000 9,509

その他の支出 △2,249 △2,417

その他の収入 631 643

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,097 △13,186

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）

△3,821 △19,186

連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) △1,793 5,993

長期借入金の返済による支出 △53,568 △7,603

長期借入れによる収入 41,646 10,000

リース債務の返済による支出 △686 △1,480

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 2

自己株式の取得による支出 △11 △4,634

配当金の支払額 △11,156 △11,273

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 △14,612 △35,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 △587 △615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △410 △20,442

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

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △26

現金及び現金同等物の四半期末残高 76,316 79,692
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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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日  至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日  至平成22年12月31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 
 265,728  204,631  112,344  103,986  37,171  723,862  －  723,862

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,477  2,158  1,263  698  927  7,525  (7,525)  －

計  268,206  206,789  113,608  104,684  38,099  731,388  (7,525)  723,862

営業利益 (△損失)  13,748  7,253  △791  4,075  △1,321  22,964  (1,258)  21,706

  

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  347,223  284,416  113,614  107,860  41,844  894,959  －  894,959

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,371  2,377  2,904  773  957  10,383  △10,383  －

計  350,594  286,793  116,519  108,633  42,802  905,343  △10,383  894,959

セグメント利益 

（営業利益） 
 21,201  10,564  1,859  2,702  1,157  37,485  △1,944  35,540

（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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