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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 25,089 △19.1 △393 ― △610 ― △1,957 ―
22年3月期第3四半期 31,024 △19.6 △598 ― △903 ― △1,583 ―

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 △25.21 ―
22年3月期第3四半期 △20.39 ―

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 45,886 6,315 13.8 81.34
22年3月期 47,870 8,364 17.5 107.72

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  6,315百万円 22年3月期  8,364百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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 40,000 △10.8 700 ― 200 ― △1,100 ― △14.16



(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。 

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。）

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3Q  77,780,000株 22年3月期  77,780,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  138,248株 22年3月期  134,616株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  77,643,830株 22年3月期3Q  77,651,865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 3 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善基調にあるものの、円

高・株安や雇用環境の厳しさ、世界経済の減速懸念等により、個人消費や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、医療・薬品関連の建設が旺盛

だったことや凍結されていた中小工場関連の設備投資（主に改修工事）に若干の増加がみられ、

住宅・非住宅分野の着工件数が緩やかながら回復基調を維持したなか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は、需要の低下による受注競争の激化が続

くなか、依然として厳しい状況下での事業運営となりました。 

このような状況下において、当社は長期化する建築需要の減少を踏まえ、従来より推進して

きた事業の選択と集中をさらに推し進めるとともに、中長期的な業績の安定と成長を図ること

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

革を実施いたしました。生産面におきましては、生産効率の最大化を実現するため、平成 22

年 9 月末に株式会社エーアンドエー愛知での けい酸カルシウム板の生産を中止し、10 月以降

は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の 2 社に生産集約するこ

とで、工場の稼働率を改善させました。また、人員体制の見直しとして 9 月１日から 10 月 15

日の期間に 47 名の希望退職者およびその他の退職者等による人員の削減を実施し、その結果、

平成 22 年 12 月 31 日現在の従業員数（臨時従業員および派遣社員等を含む）は、平成 22 年 9

月末日に比し、129 名減員の 1,054 名となりました。 

今後も事業の選択と集中を推進するとともに、経営資源を最大限に活用し、併せて、固定費

削減をはじめとする総コストのさらなる低減を行い、経営の効率化を進めてまいります。 

当第 3 四半期連結累計期間の売上高は 25,089 百万円(完成工事高 7,994 百万円を含む)、営

業損失は 393 百万円、経常損失は 610 百万円となりました。 

特別利益として、固定資産売却益等、365 百万円の計上がありましたが、特別損失として、

事業構造改革引当金繰入額および事業構造改革損失 1,630 百万円等、1,923 百万円を計上した

結果、当第 3 四半期純損失は 1,957 百万円となりました。 

 

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 

材料販売の主力商品であります けい酸カルシウム板の販売数量は、住宅・非住宅とも新規

着工件数が増加し、また、台湾向け輸出も好調な出荷を維持しており、前年同期に比し増加に

転じました。一方、耐火二層管の販売数量は、競争激化による受注の減少により前年同期に比

し減少いたしました。 

材料販売全体の売上高は 10,013 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 2,178 百

万円となりました。 
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この結果、建設・建材事業全体の売上高は、12,193 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、電力・造船・プラント業界においての需要が低迷しており、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は

低水準で推移しましたが、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。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

加し、産業機械用ブレーキにつきましても、設備投資等の回復により増加に転じました。 

この結果、材料販売全体の売上高は、7,062 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、

設備のメンテナンス工事投資の減少も相俟って、完成工事高は 5,816 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

12,879 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 16 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、販売とともに建設・建材関連工事および工業製品・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 3 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 1,983 百万円減少

し 45,886 百万円となりました。これは未成工事支出金の増加 1,702 百万円に対し、完成工事

未収入金の減少 1,688 百万円、土地の減少 912 百万円、機械装置及び運搬具の減少 695 百万円

などによるものです。 

 (負債) 

当第 3 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 65 百万円増加し、

39,571 百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の減少 719 百万円に対し、未成工事

 

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

3



受入金の増加 858 百万円などによるものです。 

(純資産) 

  当第 3 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 2,048 百万円減少

し 6,315 百万円となりました。これは利益剰余金が 1,817 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 3 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 200 百万円増加し、2,931 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 1,003 百万円、売上債権の減少 1,508 百万円および仕入債務の減少 719 百

万円などにより、503 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 451 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、202 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 2,650 百万円、長期借入れによる収入 1,368 百万円および短期

借入金の純増減額 1,836 百万円などにより、501 百万円の増加となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 23 年 3 月期の通期業績予想につきましては、平成 22 年 8 月 13 日に公表しました予想

から変更はありません。 

 

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。 

 

 

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

4



 

    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 3 四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ 1 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 2,954 2,760

受取手形及び売掛金 7,148 7,009

完成工事未収入金 1,644 3,333

商品及び製品 3,190 3,851

仕掛品 244 239

原材料及び貯蔵品 418 460

未成工事支出金 3,923 2,220

その他 1,119 1,314

貸倒引当金 △23 △14

流動資産合計 20,620 21,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,673 1,876

機械装置及び運搬具（純額） 2,960 3,656

土地 17,865 18,778

その他（純額） 936 275

有形固定資産合計 23,437 24,587

無形固定資産 367 497

投資その他の資産 1,461 1,608

固定資産合計 25,266 26,693

資産合計 45,886 47,870
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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 5,370 6,090

短期借入金 13,205 11,440

未払法人税等 120 119

未成工事受入金 1,909 1,051

賞与引当金 22 12

引当金 3 6

事業構造改革引当金 139 －

その他 2,795 2,640

流動負債合計 23,566 21,361

固定負債   

社債 － 500

長期借入金 7,668 8,879

退職給付引当金 2,259 2,904

引当金 119 127

再評価に係る繰延税金負債 4,480 4,764

その他 1,476 967

固定負債合計 16,005 18,143

負債合計 39,571 39,505

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,889 3,889

利益剰余金 1,828 3,645

自己株式 △15 △14

株主資本合計 5,702 7,519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89 107

繰延ヘッジ損益 △162 △95

土地再評価差額金 694 835

為替換算調整勘定 △8 △2

評価・換算差額等合計 613 844

純資産合計 6,315 8,364

負債純資産合計 45,886 47,870

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

7



(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 31,024 25,089

売上原価 25,314 19,636

売上総利益 5,709 5,452

販売費及び一般管理費 6,308 5,846

営業損失（△） △598 △393

営業外収益   

受取利息 34 21

受取配当金 17 18

助成金収入 91 41

その他 88 86

営業外収益合計 231 167

営業外費用   

支払利息 359 332

持分法による投資損失 118 10

その他 58 41

営業外費用合計 536 384

経常損失（△） △903 △610

特別利益   

固定資産売却益 － 348

投資有価証券売却益 － 17

貸倒引当金戻入額 39 －

特別利益合計 39 365

特別損失   

固定資産除却損 4 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

投資有価証券評価損 5 －

会員権評価損 － 4

事業構造改革引当金繰入額 － 139

事業構造改革損失 － 1,491

石綿健康障害補償金 70 75

事業撤退損 61 －

特別損失合計 664 1,923

税金等調整前四半期純損失（△） △1,527 △2,168

法人税、住民税及び事業税 55 72

法人税等調整額 － △283

法人税等合計 55 △210

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,957

四半期純損失（△） △1,583 △1,957
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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損失（△） △1,527 △2,168

減価償却費 1,023 978

減損損失 522 169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △184 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 157 △644

受取利息及び受取配当金 △51 △39

支払利息 359 332

有形固定資産売却損益（△は益） － △348

有形固定資産除却損 4 2

投資有価証券売却損益（△は益） － △17

投資有価証券評価損益（△は益） 5 －

石綿健康障害補償金 70 75

事業構造改革引当金繰入額 － 139

事業構造改革損失 － 1,491

売上債権の増減額（△は増加） 1,874 1,508

たな卸資産の増減額（△は増加） 35 △1,003

その他の流動資産の増減額（△は増加） 160 101

仕入債務の増減額（△は減少） △280 △719

その他の流動負債の増減額（△は減少） △123 △22

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41

その他 △95 △53

小計 1,905 △171

利息及び配当金の受取額 51 38

利息の支払額 △319 △306

石綿健康障害補償金の支払額 △155 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 39 △63

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,521 △503

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 △45 △33

定期預金の払戻による収入 45 38

有形固定資産の取得による支出 △263 △451

有形固定資産の売却による収入 1 572

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 △5 △5

投資有価証券の売却による収入 40 39

貸付けによる支出 △67 △86

貸付金の回収による収入 67 102

その他 7 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △226 202
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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) 

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） 910 1,836

長期借入れによる収入 650 1,368

長期借入金の返済による支出 △2,136 △2,650

その他 1 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー △575 501

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） 719 200

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 2,997 2,931
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　(４)　継続企業の前提に関する注記

　　　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)

　　　　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)

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)

14,999 13,989 2,014 21 31,024 - 31,024

78 16 292 143 530 (530) - 

15,077 14,006 2,306 164 31,554 (530) 31,024

391 312 △ 162 145 686 (1,285) △ 598

 （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)

　　　　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)

　　　　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

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

11



【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）

12,193 12,879 25,072 16 25,089 - 25,089

60 13 73 233 307 △ 307 - 

12,253 12,892 25,146 250 25,396 △ 307 25,089

364 166 530 229 760 △ 1,153 △ 393

 （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△1,153百万円には、セグメント間取引消去△39百万円、各報告セグメントに配分していない

　　　 　　全社費用△1,114百万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)

　　　 第2四半期連結会計期間において、全社に区分している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169百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。

（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)

　　　　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

    売上高

 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

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
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