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１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６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)

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 ％

24年３月期第１四半期 5,060 7.7 208 41.3 217 30.2 117 17.9

23年３月期第１四半期 4,699 5.3 147 ― 166 ― 100 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 124百万円(61.5％) 23年３月期第１四半期 76百万円( ― ％)

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

24年３月期第１四半期 8.08 7.98

23年３月期第１四半期 6.80 6.74

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 17,255 8,640 49.3

23年３月期 17,195 8,595 49.2

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 8,514百万円 23年３月期 8,457百万円

２．配当の状況

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

23年３月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 4.00 ― 4.00 8.00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 10,480 5.9 430 △8.5 370 △25.5 210 △25.3 14.39

通期 21,000 3.1 760 △15.5 750 △21.8 430 △11.4 29.46

ｃｅｍｅ
スタンプ



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付

資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

   (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ― 社 (            )、除外  ― 社 (            )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（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) 24年３月期１Ｑ 15,167,000株 23年３月期 15,167,000株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 570,717株 23年３月期 570,717株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 14,596,283株 23年３月期１Ｑ 14,722,854株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災による生産活動の停滞などを受けて低調に推移

し、電力供給不安、消費の自粛、継続する円高や原材料高、海外経済の変調による景気下振れ懸念な

ど、先行きは不透明な状態が続いております。 

当社グループ関連業界におきましては、東日本大震災の影響により、建築土木関連市場では復旧・

復興による需要がありましたが、資材不足等のため多くの建築現場で工期遅れが発生しました。ま

た、工業関連市場でも材料・部品等のサプライチェーンに支障が生じ、生産調整を行うなど総じて厳

しい状況で推移いたしました。仕入面では、材料メーカーの被災による材料不足や原油・ナフサ価格

高騰の影響を受けた材料価格の上昇など厳しい状況となりました。 

このような環境のもと、当社グループは、取引先及び仕入先と連携を密にしてこの難局に対処する

とともに、人と環境に優しい製品や高機能製品の開発及び拡販による売上高の確保に努め、厳しい外

部環境に対応できる企業体質の強化に取り組んでまいりました。 

建築土木関連市場におきましては、震災により市況は低調なものとなりましたが、復旧需要として

接着剤及びシーリング材が仮設住宅や補修用途として多く使用され、また、サプライチェーンの見直

しを図った顧客に対して積極的な販売活動に努めたことにより、売上高は2,436百万円(前年同四半期

比12.6％増)となりました。 

一般消費者関連市場におきましては、雇用や所得の先行きに不透明感が強い中で低価格偏重指向が

続いておりますが、震災によりセメダインタイルエースなど補修用途品の一時的な需要の増加に加

え、一部に前倒し的な発注もあり、売上高は1,282百万円(前年同四半期比14.1％増)となりました。 

工業関連市場におきましては、太陽光発電システムの増加による太陽電池向け高機能製品や電子部

品向けの高機能製品の売上が堅調に推移いたしましたが、震災により工業市場全体の生産活動の停滞

の影響を免れず、売上高は1,342百万円(前年同四半期比4.9％減)となりました。 

これらの結果、当第１四半期の連結売上高は5,060百万円（前年同四半期比7.7％増）となりまし

た。利益につきましては、材料の調達難による代替品の手配や材料価格上昇の影響を一部に受けまし

たが、売上増加により営業利益は208百万円(前年同四半期比41.3％増)、経常利益は217百万円(前年

同四半期比30.2％増)、四半期純利益117百万円(前年同四半期比17.9％増)となりました。 

  

  

① 資産 

流動資産は、前連結会計年度末と比較し56百万円増加し12,625百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が399百万円増加し、受取手形及び売掛金(電子記録債権を含む)が315百万円減少したこ

とによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比較し３百万円増加し4,626百万円となりました。 

この結果、総資産は前連結会計年度末と比較し59百万円増加し17,255百万円となりました。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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② 負債 

流動負債は、前連結会計年度末と比較し９百万円増加し7,443百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金の増加及び賞与引当金の減少によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比較し５百万円増加し1,171百万円となりました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末と比較し15百万円増加し8,615百万円となりました。 

③ 純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて44百万円増加し8,640百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が四半期純利益の計上により117百万円増加し、配当の実施により58百万円減少したことに

よるものであります。 

  

  

平成24年３月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、未定としていましたが、第２四半期

連結累計期間及び通期の連結業績予想、並びに配当予想を策定いたしました。 

詳細につきましては、本日別途公表しました「業績予想及び配当予想の公表に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

  

  

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,946,791 4,346,250

受取手形及び売掛金 6,111,413 5,807,598

電子記録債権 199,503 187,752

商品及び製品 1,168,199 1,243,828

仕掛品 173,590 191,386

原材料及び貯蔵品 467,487 488,139

その他 507,951 367,129

貸倒引当金 △6,433 △6,591

流動資産合計 12,568,502 12,625,494

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,783,367 1,750,728

その他（純額） 1,363,489 1,404,935

有形固定資産合計 3,146,856 3,155,663

無形固定資産 209,617 199,190

投資その他の資産

投資有価証券 859,300 857,815

その他 424,988 430,141

貸倒引当金 △17,298 △15,856

投資その他の資産合計 1,266,990 1,272,100

固定資産合計 4,623,465 4,626,955

繰延資産 3,718 2,978

資産合計 17,195,686 17,255,427

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,774,173 5,799,287

短期借入金 510,000 510,000

未払法人税等 147,918 98,819

賞与引当金 253,532 128,901

本社移転費用引当金 51,000 51,000

その他 697,098 855,630

流動負債合計 7,433,723 7,443,638

固定負債

退職給付引当金 775,161 774,082

その他 391,317 397,494

固定負債合計 1,166,478 1,171,577

負債合計 8,600,201 8,615,215
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,050,375 3,050,375

資本剰余金 2,676,947 2,676,947

利益剰余金 3,097,163 3,156,768

自己株式 △185,699 △185,699

株主資本合計 8,638,787 8,698,391

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △44,298 △50,904

為替換算調整勘定 △137,022 △132,588

その他の包括利益累計額合計 △181,320 △183,492

新株予約権 40,011 44,919

少数株主持分 98,006 80,394

純資産合計 8,595,484 8,640,212

負債純資産合計 17,195,686 17,255,427
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 4,699,608 5,060,913

売上原価 3,431,817 3,703,803

売上総利益 1,267,790 1,357,109

販売費及び一般管理費 1,120,519 1,149,025

営業利益 147,270 208,084

営業外収益

受取利息 846 246

受取配当金 7,216 7,079

持分法による投資利益 19,986 12,337

その他 13,906 15,341

営業外収益合計 41,955 35,004

営業外費用

支払利息 3,774 1,287

売上割引 17,119 21,802

支払補償費 346 450

その他 1,169 2,342

営業外費用合計 22,409 25,882

経常利益 166,816 217,206

特別利益

貸倒引当金戻入額 15,157 －

特別利益合計 15,157 －

特別損失

固定資産除却損 1,749 953

特別損失合計 1,749 953

税金等調整前四半期純利益 180,224 216,253

法人税等 72,103 91,146

少数株主損益調整前四半期純利益 108,121 125,107

少数株主利益 8,052 7,117

四半期純利益 100,068 117,989
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 108,121 125,107

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △41,743 △6,606

為替換算調整勘定 4,618 3,296

持分法適用会社に対する持分相当額 5,918 2,456

その他の包括利益合計 △31,206 △853

四半期包括利益 76,915 124,253

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 67,015 115,817

少数株主に係る四半期包括利益 9,900 8,436
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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