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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） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 271,839 1.2 1,740 △65.5 2,875 △54.7 22,759 422.8
23年3月期第1四半期 268,521 20.2 5,041 47.8 6,353 9.5 4,353 275.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 21,803百万円 （600.0％） 23年3月期第1四半期 3,114百万円 （―％）

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 79.91 ―

23年3月期第1四半期 15.37 ―

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 1,185,121 552,806 45.8
23年3月期 1,166,834 536,408 45.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  543,354百万円 23年3月期  526,972百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 「１株当たり当期純利益」は、平成23年８月１日付で実施した株式会社川島織物セルコンとの株式交換、及び、平成23年10月１日付で実施予定のハイビック株
式会社との株式交換を考慮した株式数により算定しております。 

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) 615,000 6.9 8,000 △50.1 6,500 △59.4 23,000 184.7 80.50
通期 1,360,000 11.9 53,000 31.2 53,000 35.3 40,000 153.5 138.77



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、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。なお、業績予想に関する事
項については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
決算補足説明資料は同日にTDnetで開示及び当社ホームページに掲載しております。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 313,054,255 株 23年3月期 313,054,255 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 28,258,775 株 23年3月期 28,256,940 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 284,796,472 株 23年3月期1Q 283,328,550 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期における我が国経済は、東日本大震災の影響から景気は厳しい状況となり、住宅投資でも弱い動き

が見られました。 

  当社グループでは、国内市場での競争力強化、海外市場への展開積極化、事業運営体制の構造改革に取り組むな

ど、中期経営ＶＩＳＩＯＮの基本方針に基づく諸施策を着実に実行してまいりました。 

  これらの活動の結果、当第１四半期の売上高は拡販活動に努めたことなどから２，７１８億３９百万円（前年同

期比１．２％増）と増収を確保することができました。利益面では、営業利益は１７億４０百万円（前年同期比６

５．５％減）、経常利益は２８億７５百万円（前年同期比５４．７％減）と、供給制約下での市場競争激化などか

ら市況が悪化し減益となりました。また、四半期純利益は繰延税金資産の計上により法人税等調整額を戻入れたこ

となどから２２７億５９百万円（前年同期比４２２．８％増）と高水準でありました。 

  

  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、新規連結の影響もあり、売上高は１,０９４億９５百万円（前年同期比４．３％

増）と増収を確保することができましたが、厳しい市場環境のもと営業利益は３億５６百万円（前年同期比９２．

４％減）と減益でありました。 

  

 [水回り設備事業]  

  水回り設備事業においては、売上高は７９５億３９百万円（前年同期比５．５％減）とサプライチェーンの混乱

から減収であったものの、コスト改善活動などが奏効し営業利益は１５億４１百万円（前年同期比１８６．４％

増）と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、生産設備の復旧に時間を要したことなどから、売上高は３０８億１３百万円

（前年同期比１１．５％減）と減収、利益面では９億８７百万円の営業損失（前年同期は５億７４百万円の営業損

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、新規出店効果のほか、建築資材や省エネ商品の伸長もあり、売上高は４１８億４

２百万円（前年同期比１９．６％増）と増収となりましたが、営業利益は９億６１百万円（前年同期比１３．８％

減）と新業態店舗への先行投資負担もあり減益でありました。 

  

 [住宅・不動産他事業]  

  住宅・不動産他事業においては、売上高は１２７億４５百万円（前年同期比２．６％増）と増収、営業利益は諸

経費の削減に努めたことなどから４億７０百万円（前年同期は２億１７百万円の営業損失）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１四半期末の総資産は、繰延税金資産の増加と運転資本の季節的な増減などから、前期末に比し１８２億８

７百万円増加の１兆１，８５１億２１百万円となりました。なお、純資産は５，５２８億６百万円、自己資本比率

は４５．８％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１四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、１６９億４百万円の資金増加となりました。前年同期と

比しては、９６億６１百万円の増加であり、税金等調整前四半期純損益の水準は低下したものの、非資金項目の変

動や運転資金の減少など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、設備投資に係る支出のほか、手元運用資産の取り崩しなどから７１億５

６百万円の資金減少となりました。前年同期に比べて１６４億３９百万円の支出増加であります。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払のほか有利子負債の調達及び返済を行ったことなどから４０

億２８百万円の資金減少となりました。前年同期に比べて３８０億３８百万円の支出減少であります。 

  これらの結果、当第１四半期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

６２億６３百万円増加の９８５億９２百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の見通しについては、景気に上向きの動きが見られるほか住宅投資も回復が期待されるなど、 近の事業環

境や業績動向を踏まえ、平成２４年３月期の連結業績予想を算定しております。 

  詳細につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 97,029 103,748

受取手形及び売掛金 283,134 249,220

有価証券 4,522 1,496

商品及び製品 93,405 114,943

仕掛品 14,946 16,589

原材料及び貯蔵品 31,448 30,376

その他のたな卸資産 15,479 15,552

短期貸付金 12,769 12,314

繰延税金資産 15,202 29,367

その他 47,214 49,359

貸倒引当金 △5,259 △3,724

流動資産合計 609,893 619,244

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 436,471 442,178

減価償却累計額 △281,052 △283,090

建物及び構築物（純額） 155,418 159,087

機械装置及び運搬具 292,586 293,342

減価償却累計額 △239,334 △240,402

機械装置及び運搬具（純額） 53,252 52,939

土地 189,155 188,997

リース資産 11,210 11,714

減価償却累計額 △3,763 △4,285

リース資産（純額） 7,447 7,429

建設仮勘定 6,921 5,895

その他 83,092 85,153

減価償却累計額 △73,344 △74,483

その他（純額） 9,748 10,669

有形固定資産合計 421,943 425,019

無形固定資産   

のれん 8,525 3,896

その他 15,217 15,124

無形固定資産合計 23,742 19,020

投資その他の資産   

投資有価証券 39,694 38,516

長期貸付金 7,405 7,309

繰延税金資産 10,547 23,699

その他 77,546 77,400

貸倒引当金 △23,938 △25,088

投資その他の資産合計 111,254 121,837

固定資産合計 556,940 565,877

資産合計 1,166,834 1,185,121
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 162,810 156,212

短期借入金 61,396 63,285

1年内償還予定の社債 140 140

リース債務 2,606 2,714

未払費用 56,072 54,070

未払法人税等 8,501 3,960

賞与引当金 19,512 22,341

工場再編関連損失引当金 286 163

ショールーム統合関連損失引当金 1,008 879

災害損失引当金 1,953 735

資産除去債務 503 568

その他 64,608 80,694

流動負債合計 379,401 385,766

固定負債   

社債 50,140 50,140

長期借入金 116,995 111,467

リース債務 6,084 6,132

退職給付引当金 30,815 31,367

役員退職慰労引当金 555 565

工場再編関連損失引当金 92 92

繰延税金負債 7,250 7,496

負ののれん 431 401

資産除去債務 6,105 5,998

その他 32,553 32,888

固定負債合計 251,024 246,547

負債合計 630,425 632,314

純資産の部   

株主資本   

資本金 68,121 68,121

資本剰余金 260,179 260,179

利益剰余金 260,154 277,028

自己株式 △52,882 △52,885

株主資本合計 535,573 552,443

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,953 1,872

繰延ヘッジ損益 91 △20

為替換算調整勘定 △10,645 △10,941

その他の包括利益累計額合計 △8,600 △9,088

少数株主持分 9,435 9,452

純資産合計 536,408 552,806

負債純資産合計 1,166,834 1,185,121
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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：百万円）

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 268,521 271,839

売上原価 182,245 187,965

売上総利益 86,276 83,873

販売費及び一般管理費 81,235 82,133

営業利益 5,041 1,740

営業外収益   

受取利息 357 443

受取配当金 815 665

受取賃貸料 1,611 1,605

負ののれん償却額 139 30

為替差益 174 60

デリバティブ評価益 － 53

その他 1,341 1,599

営業外収益合計 4,440 4,458

営業外費用   

支払利息 1,031 1,052

持分法による投資損失 － 84

賃貸収入原価 1,103 1,221

デリバティブ評価損 229 －

その他 764 965

営業外費用合計 3,128 3,323

経常利益 6,353 2,875

特別利益   

固定資産売却益 57 161

投資有価証券売却益 7 9

負ののれん発生益 3,082 －

段階取得に係る差益 3,009 －

特別利益合計 6,156 170

特別損失   

固定資産除売却損 382 365

投資有価証券評価損 128 9

関係会社株式評価損 － 3

投資有価証券売却損 6 －

工場再編関連損失 137 －

ショールーム統合関連損失 － 206

減損損失 － 4,085

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 4,589 4,670

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（△）

7,920 △1,625
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（単位：百万円）

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) 

法人税、住民税及び事業税 3,977 2,731

法人税等調整額 △386 △26,634

法人税等合計 3,590 △23,903

少数株主損益調整前四半期純利益 4,329 22,278

少数株主損失（△） △23 △480

四半期純利益 4,353 22,759
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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：百万円）

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 4,329 22,278

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,266 △60

繰延ヘッジ損益 △190 △108

為替換算調整勘定 1,241 △299

持分法適用会社に対する持分相当額 － △6

その他の包括利益合計 △1,215 △474

四半期包括利益 3,114 21,803

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,164 22,259

少数株主に係る四半期包括利益 △50 △455
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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) 

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（△）

7,920 △1,625

減価償却費 8,331 9,190

減損損失 － 4,085

負ののれん償却額 △139 △30

負ののれん発生益 △3,082 －

のれん償却額 996 758

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29 △1,235

工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) △287 △123

ショールーム統合関連損失引当金の増減額（△は
減少）

－ △129

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △1,218

退職給付引当金の増減額（△は減少） △388 238

前払年金費用の増減額（△は増加） 194 76

受取利息及び受取配当金 △1,173 △1,109

支払利息 1,031 1,052

為替差損益（△は益） △44 54

持分法による投資損益（△は益） － 84

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 126 4

固定資産除売却損益（△は益） 325 204

段階取得に係る差損益（△は益） △3,009 －

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） 23,877 41,544

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,632 △22,230

仕入債務の増減額（△は減少） △8,422 △6,593

その他 △3,857 695

小計 13,670 23,694

利息及び配当金の受取額 1,133 1,075

利息の支払額 △1,154 △1,093

法人税等の支払額 △6,407 △6,771

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,242 16,904
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（単位：百万円）

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) 

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） 1,690 △10

有価証券の取得による支出 △28,996 △11,999

有価証券の売却及び償還による収入 34,995 14,999

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,301 △10,396

有形及び無形固定資産の売却による収入 333 970

投資有価証券の取得による支出 △4,258 △3,048

投資有価証券の売却及び償還による収入 103 2,987

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
収入

4,422 36

短期貸付金の増減額（△は増加） △163 302

長期貸付けによる支出 △79 △70

長期貸付金の回収による収入 120 101

金銭の信託の償還による収入 4,000 －

その他の支出 △1,553 △1,400

その他の収入 392 370

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,283 △7,156

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）

△19,953 △2,914

連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) △4 5,997

長期借入金の返済による支出 △4,600 △986

長期借入れによる収入 － 240

リース債務の返済による支出 △411 △658

社債の償還による支出 △6,750 －

自己株式の処分による収入 1 0

自己株式の取得による支出 △4,622 △3

配当金の支払額 △5,577 △5,695

少数株主への配当金の支払額 △146 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,066 △4,028

現金及び現金同等物に係る換算差額 234 87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,306 5,808

現金及び現金同等物の期首残高 89,302 92,329

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 412 486

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

0 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △31

現金及び現金同等物の四半期末残高 74,854 98,592
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  該当事項はありません。  

  

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） 

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 

                                                                                      (単位：百万円) 

  

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） 

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 

(単位：百万円) 

   

  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

  

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  103,861  83,472  34,358  34,741  12,088  268,521  －  268,521

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,091  688  462  240  330  2,813  △2,813  －

計  104,952  84,161  34,820  34,981  12,418  271,335  △2,813  268,521

セグメント利益（△損失） 

（営業利益（△損失）） 
 4,721  538  △574  1,115  △217  5,582  △541  5,041

  

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  108,445  78,887  30,491  41,574  12,440  271,839  －  271,839

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,050  651  321  268  304  2,596  △2,596  －

計  109,495  79,539  30,813  41,842  12,745  274,436  △2,596  271,839

セグメント利益（△損失） 

（営業利益（△損失）） 
 356  1,541  △987  961  470  2,342  △602  1,740

（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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