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(百万円未満切捨て)

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 6,219 7.9 △81 ― △114 ― △126 ―

23年３月期第１四半期 5,766 1.7 △480 ― △537 ― △650 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △145百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △693百万円(―％)

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. 98 ―

23年３月期第１四半期 △46. 13 ―

（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 32,112 9,867 30.7

23年３月期 32,706 10,162 31.1

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 9,867百万円 23年３月期 10,162百万円

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 ― 0. 00 ― 3. 00 3. 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 0. 00 ― 5. 00 5. 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

通期 27,901 8.7 905 ― 628 ― 578 ― 41. 00



  

 
  

 
  

 
  

  

    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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

    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。 

    また、第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、東日本大震災の影響により現時点におい

て、合理的な根拠に基づいて予想することが困難なことから未定とさせていただきます。今後開示が可

能となりました時点で改めて開示いたします。 

    なお、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「（３）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)

（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
 

  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 14,120,000株 23年３月期 14,120,000株

②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 237,434株 23年３月期 17,834株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 14,046,663株 23年３月期１Ｑ 14,102,166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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による影響により、生産や輸出が減

少するなど、厳しい状況が続いてまいりました。また、今後も続くと予想される電力供給問題や円高傾

向の継続などにより、先行き不透明な状況が続くものと考えられます。 

住宅市場におきましては、平成23年度第１四半期における新設住宅着工戸数は203千戸（前年同四半

期比4.1％増）と低水準で推移しております。 

石膏ボード業界におきましては、東日本大震災の被災地に対する仮設住宅への供給などにより、製品

出荷数量が101百万㎡（前年同四半期比4.1％増）となっておりますが、被災地以外の地域における建築

資材の不足などによる建築需要の低迷がみられます。 

当グループにおきましては、このような厳しい需要・収益環境のなか、昨年より進めてまいりました

販売価格の修正が浸透しつつあり、また、費用面では製品加工の集約化・効率化・内製化等による変動

費の圧縮に取組むとともに、販管費や製造経費の固定費削減を推し進め、収益の確保に全力で努めてお

ります。なお、例年、第１四半期は他の四半期と比べ売上高が低くなる傾向があり、費用面では、工場

設備のメンテナンス費用が第１四半期に偏重して発生しております。 

この結果、当グループの当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高は62億19百万円（前年同

四半期比7.9％増）となりました。メンテナンス費用、減価償却費の負担等により営業損失は81百万円

（前年同四半期は営業損失４億80百万円）、支払利息の計上などにより経常損失は１億14百万円（前年

同四半期は経常損失５億37百万円）、四半期純損失は１億26百万円（前年同四半期は四半期純損失６億

50百万円）となりました。 

  

資産合計は、321億12百万円（前連結会計年度末比５億93百万円減）となりました。 

流動資産の減少（前連結会計年度末比4億85百万円減）は、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計

年度末比４億36百万円減）が主な要因であります。 

固定資産の減少（前連結会計年度末比１億６百万円減）は、建物及び構築物の減少（前連結会計年度

末比63百万円減）、投資有価証券の減少（前連結会計年度末比31百万円減）が主な要因であります。 

  

負債合計は、222億44百万円（前連結会計年度末比２億99百万円減）となりました。 

流動負債の減少（前連結会計年度末比３百万円減）は、賞与引当金の増加（前連結会計年度末比75百

万円増）、支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比55百万円減）、未払法人税等の減少（前連

結会計年度末比46百万円減）が主な要因であります。 

固定負債の減少（前連結会計年度末比２億95百万円減）は、長期借入金の減少（前連結会計年度末比

２億81百万円減）が主な要因であります。 

  

純資産合計は、98億67百万円（前連結会計年度末比２億94百万円減）となりました。 

これは、配当金の支払、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少（前連結会計年度末比１億68百

万円減）、自己株式の取得による減少（前連結会計年度末比１億６百万円減）が主な要因であります。

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

財政状態の分析

（資産）

（負債）

（純資産）
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平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月17日の決算発表時に公表いたしました

連結業務予想を変更しておりません。 

  なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手し

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、実際の業績等はさまざまな要因に

よって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 1,510,325 1,595,853

受取手形及び売掛金 5,011,376 4,574,994

商品及び製品 1,018,872 1,116,060

仕掛品 106,443 93,350

原材料及び貯蔵品 1,002,718 1,030,618

その他 1,070,676 811,506

貸倒引当金 △61,461 △49,106

流動資産合計 9,658,951 9,173,277

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,231,175 5,168,032

機械装置及び運搬具（純額） 5,140,616 5,136,282

土地 9,425,771 9,425,771

その他（純額） 583,994 547,554

有形固定資産合計 20,381,557 20,277,640

無形固定資産 113,071 131,954

投資その他の資産

投資有価証券 925,386 894,079

その他 1,633,263 1,644,472

貸倒引当金 △26,439 △27,943

投資その他の資産合計 2,532,210 2,510,608

固定資産合計 23,026,839 22,920,203

繰延資産 20,335 18,660

資産合計 32,706,126 32,112,140

チヨダウーテ㈱（5387）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 4 -



(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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,635,308 3,579,862

短期借入金 10,586,431 10,654,641

未払法人税等 70,142 23,582

賞与引当金 216,607 291,737

その他 2,329,807 2,285,032

流動負債合計 16,838,297 16,834,856

固定負債

社債 1,600,000 1,575,000

長期借入金 2,211,903 1,930,804

退職給付引当金 886,816 897,253

役員退職慰労引当金 115,580 118,625

資産除去債務 116,870 117,493

負ののれん 14,225 13,896

その他 760,037 756,637

固定負債合計 5,705,434 5,409,710

負債合計 22,543,731 22,244,567

純資産の部

株主資本

資本金 3,743,200 3,743,200

資本剰余金 4,518,200 4,518,200

利益剰余金 1,883,806 1,715,363

自己株式 △18,231 △124,947

株主資本合計 10,126,975 9,851,816

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,419 15,756

その他の包括利益累計額合計 35,419 15,756

純資産合計 10,162,395 9,867,572

負債純資産合計 32,706,126 32,112,140
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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 5,766,220 6,219,275

売上原価 4,221,303 4,202,811

売上総利益 1,544,917 2,016,463

販売費及び一般管理費 2,025,329 2,098,006

営業損失（△） △480,411 △81,542

営業外収益

受取利息 1,672 2,598

受取配当金 11,978 15,939

受取賃貸料 7,501 9,350

その他 15,413 31,371

営業外収益合計 36,565 59,259

営業外費用

支払利息 43,914 41,236

減価償却費 24,669 24,666

その他 24,968 26,792

営業外費用合計 93,552 92,695

経常損失（△） △537,398 △114,977

特別利益

固定資産売却益 － 657

貸倒引当金戻入額 5,290 －

特別利益合計 5,290 657

特別損失

固定資産売却損 73 －

固定資産除却損 0 284

投資有価証券評価損 13,263 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 76,221 －

その他 2 －

特別損失合計 89,560 284

税金等調整前四半期純損失（△） △621,669 △114,604

法人税等 28,876 11,531

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △650,546 △126,136

四半期純損失（△） △650,546 △126,136
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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損失（△） △650,546 △126,136

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42,466 △19,662

その他の包括利益合計 △42,466 △19,662

四半期包括利益 △693,012 △145,799

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △693,012 △145,799
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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） 

該当事項はありません。 

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を

適用しております。 

  

当グループの事業は、石膏ボードを中心とする建築内装材料の製造、販売を主に、これらに付帯する

一切の事業を行っている単一事業であります。 

  したがいまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

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） 

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）追加情報

（５）セグメント情報

（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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