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(百万円未満四捨五入)

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 8,533 △0.8 281 81.5 336 73.7 256 97.1

23年３月期第１四半期 8,605 △9.4 155 △23.0 193 △30.3 130 △37.7

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 227百万円( ― ％) 23年３月期第１四半期 △60百万円( ― ％)

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 12 42 ― ―

23年３月期第１四半期 6 30 ― ―

（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 39,147 23,961 60.1

23年３月期 39,774 23,893 59.0

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 23,545百万円 23年３月期 23,478百万円

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 ― 7 50 ― 7 50 15 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 7 50 ― 7 50 15 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) 18,000 0.7 330 △3.5 430 3.6 330 25.5 16 00

通期 38,000 1.5 1,200 △8.3 1,350 △8.2 800 △1.4 38 79

m.oda
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、四半期連結財務諸表に対する四半期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２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 20,688,425株 23年３月期 20,688,425株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 67,622株 23年３月期 64,208株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 20,621,172株 23年３月期１Ｑ 20,628,121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サプライチェーン問題及び電力
供給問題の影響を受け、企業による生産活動の低下や輸出の減少等、経済活動水準は急速に落ち込みまし
た。このところ、個人消費や設備投資は下げ止まりつつあるものの、今夏の電力不足不安、円高基調、デ
フレ継続等により、景気の先行きは不透明な状況で推移しております。 
住宅業界におきましては、震災による住宅建設の需要減少が懸念されましたが、住宅取得促進政策の効

果もあり、平成23年度４～６月の新設住宅着工は、戸数203千戸（前年同期比4.1％増）、床面積18,498千
㎡（前年同期比3.8％増）となり、ともに前年同期水準を上回りました。 
このような環境下、当社グループでは一丸となって、子会社を含む事業推進態勢の強化に取り組む一

方、新規生産技術や環境配慮型製品を中心とする新製品の開発に努めました。 
 この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高8,533百万円（前年同期比0.8％減）、営業
利益281百万円（同81.5％増）、経常利益336百万円（同73.7％増）、四半期純利益256百万円（同97.1％
増）となりました。 
  

事業別の売上状況は、以下のとおりであります。 

〔建築資材事業〕 

主力の建築資材事業の売上は、6,536百万円（前年同期比3.6％増）で、売上高全体では76.6％を占
めました。 
うち外装建材は、1,655百万円（同10.1％増）でした。換気器材・窯業系外装材が伸び悩みました

が、外装下地材・防風透湿シートは大きく伸長し全体では堅調な伸びを示しました。 
内装建材は、2,319百万円（同8.6％増）でした。養生材が伸び悩みましたが、主力品の断熱材・浴

室用パネルは好調に推移しました。 
床関連材は、1,800百万円（同3.5％減）でした。機能束・乾式遮音二重床システムが低調に推移し

ましたが、床タイルは好調に推移しました。 
システム建材は、763百万円（同5.5％減）でした。木粉入り樹脂建材・リフォーム用システム建材

が伸び悩みましたが、防蟻材は順調に推移しました。 
  

〔産業資材事業〕 

産業資材事業の売上は、1,956百万円（前年同期比12.3％減）で、売上高全体の22.9％を占めまし
た。車輌・精密化工品が低調に推移しましたが、機器部材・仮設資材は堅調に売上を伸ばすことがで
きました。 

  

〔その他〕 

その他の売上は、42百万円（前年同期比37.9％減）で、売上高全体の0.5％を占めました。 

  

(資産、負債及び純資産の状況) 
  
当第１四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627百万円(1.6％)減少し、

39,147百万円となりました。主な要因としましては、流動資産では、現金及び預金が304百万円増加する
一方、受取手形及び売掛金が1,133百万円減少し、456百万円(1.6％)の減少となりました。固定資産で
は、有形固定資産が59百万円減少し、また、投資その他の資産が96百万円減少するなど、171百万円
(1.5％)の減少となりました。 
負債は、前連結会計年度末に比べ695百万円(4.4％)減少し、15,186百万円となりました。主な要因とし

ましては、流動負債では、支払手形及び買掛金が570百万円減少し、541百万円(3.6％)の減少となりまし
た。固定負債では、長期借入金が100百万円減少したことなどにより、154百万円(18.9％)の減少となりま
した。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ68百万円(0.3％)増加し、23,961百万円となりました。配当金の支

払及び四半期純利益の計上により、利益剰余金は101百万円の増加となりました。この結果、自己資本は
23,545百万円となり、自己資本比率は60.1％となりました。 

  

今後の経営環境につきましては、電力供給の制約や原油高の影響等により、依然として不透明な状況が
続くものと予想されますが、当第１四半期の業績は概ね計画の範囲どおりに推移しており、平成23年５月
11日公表の連結業績予想に対し変更を行っておりません。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値
と異なる場合があります。 

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  
法人税の算定方法 

一部の連結会社における法人税等の納付額の算定に関しては、税額控除項目を重要なものに
限定する方法によっております。 
  
  

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

  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。 

  

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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４．四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 7,570 7,874

受取手形及び売掛金 14,775 13,641

商品及び製品 2,750 3,245

仕掛品 719 723

原材料及び貯蔵品 984 930

未収入金 1,056 1,003

繰延税金資産 735 678

その他 91 118

貸倒引当金 △19 △7

流動資産合計 28,660 28,205

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,628 3,604

機械装置及び運搬具（純額） 1,437 1,547

工具、器具及び備品（純額） 265 271

土地 1,861 1,872

リース資産（純額） 233 262

建設仮勘定 247 57

有形固定資産合計 7,671 7,612

無形固定資産 321 305

投資その他の資産

投資有価証券 2,166 2,040

長期前払費用 11 4

前払年金費用 491 527

繰延税金資産 254 261

その他 229 223

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 3,121 3,025

固定資産合計 11,114 10,942

資産合計 39,774 39,147
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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 12,387 11,817

短期借入金 251 243

1年内返済予定の長期借入金 200 200

未払金 174 169

未払法人税等 52 24

未払費用 934 1,213

賞与引当金 503 226

その他 562 630

流動負債合計 15,063 14,522

固定負債

長期借入金 100 －

リース債務 361 366

長期未払金 132 68

退職給付引当金 35 36

役員退職慰労引当金 178 182

環境対策引当金 12 12

固定負債合計 819 664

負債合計 15,881 15,186

純資産の部

株主資本

資本金 2,194 2,194

資本剰余金 1,511 1,511

利益剰余金 20,043 20,145

自己株式 △33 △34

株主資本合計 23,716 23,816

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30 △15

為替換算調整勘定 △268 △255

その他の包括利益累計額合計 △238 △271

少数株主持分 415 416

純資産合計 23,893 23,961

負債純資産合計 39,774 39,147
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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 8,605 8,533

売上原価 6,447 6,299

売上総利益 2,159 2,234

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 469 498

広告宣伝費 82 61

役員報酬 35 41

従業員給料 487 479

賞与引当金繰入額 114 114

減価償却費 56 69

賃借料 156 149

その他 603 541

販売費及び一般管理費合計 2,004 1,953

営業利益 155 281

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 24 25

為替差益 0 0

持分法による投資利益 21 23

その他 44 37

営業外収益合計 88 86

営業外費用

支払利息 3 2

その他 47 31

営業外費用合計 50 32

経常利益 193 336

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 －

抱合せ株式消滅差益 － 28

その他 0 －

特別利益合計 1 28

特別損失

固定資産除却損 37 1

投資有価証券売却損 0 －

環境対策費 25 －

ゴルフ会員権評価損 － 0

その他 － 0

特別損失合計 62 1

税金等調整前四半期純利益 133 362

法人税、住民税及び事業税 145 25

法人税等調整額 △133 80

法人税等合計 12 105

少数株主損益調整前四半期純利益 121 257

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9 1

四半期純利益 130 256
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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 121 257

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △197 △45

為替換算調整勘定 6 10

持分法適用会社に対する持分相当額 10 5

その他の包括利益合計 △181 △30

四半期包括利益 △60 227

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △53 224

少数株主に係る四半期包括利益 △7 3
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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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