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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９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２四半期 10,498 6.1 406 △13.4 404 △18.5 216 △22.8

23年３月期第２四半期 9,897 4.0 469 163.8 496 271.4 281 431.1

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 215百万円(△9.0％) 23年３月期第２四半期 236百万円( － ％)

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２四半期 14.87 14.68

23年３月期第２四半期 19.18 19.02

（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２四半期 17,202 8,736 50.0

23年３月期 17,195 8,595 49.2

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 8,598百万円 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 － 4.00

24年３月期(予想) － 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 21,000 3.1 760 △15.5 750 △21.8 430 △11.4 29.46

ｃｅｍｅ
スタンプ



  

 
 (注) 詳細は、添付資料３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

 
 (注) 詳細は、添付資料３ページ「会計方針の変更」をご覧ください。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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ます。なお、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。 

  

・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「経営成績に関する分析」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 ： 有

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２Ｑ 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２Ｑ 571,232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２Ｑ 14,596,182株 23年３月期２Ｑ 14,660,145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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により停滞した生産活動が

徐々に回復するなど、景気に持ち直しの動きがみられましたが、米国経済の減速や欧州の財政不安に

よる世界的な景気の減退懸念や円高の進行などにより、先行き不透明な状態で推移いたしました。 

当社グループ関連業界におきましては、建築土木関連市場では、震災の復旧・復興需要に加え、震

災後に手控えられていた住宅投資に回復の動きがみられました。工業関連市場では、材料・部品など

のサプライチェーンの立て直しが進み企業の生産活動は持ち直しましたが、海外経済の減速や円高の

影響により一部に弱い動きがみられました。仕入面では、材料メーカーの被災による供給不安がほぼ

解消したものの、原油・ナフサ価格高騰の影響を受け材料価格が上昇する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、震災の復旧・復興需要のため取引先及び仕入先と連携を

密にして製品の供給責任を果たすとともに、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、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たほか、住宅投資回復の動きを受けセメダインタイルエースなどの内外装工事用

接着剤やセメダインＰＯＳシールなどのシーリング材の売上が伸張いたしました。また、サプライチ

ェーンの見直しなどを図る顧客の動きに対応した販売活動により、売上高は5,318百万円(前年同四半

期比11.8％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、震災により補修用途品の需要がホームセンターなどで一時的に増加し、売上高は

2,438百万円(前年同四半期比7.2％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の売上が

伸張し、電子部品向けの高機能製品の売上も堅調に推移いたしました。しかし、震災後の工業市場全

体に亘る生産活動停滞や円高による海外向け製品の売上減少の影響を免れず、売上高は2,740百万円

(前年同四半期比4.3％減)となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は10,498百万円（前年同四半期比6.1％

増）となりました。利益につきましては、材料価格上昇の影響が大きく、営業利益は406百万円(前年

同四半期比13.4％減)、経常利益は404百万円(前年同四半期比18.5％減)、四半期純利益は216百万円

(前年同四半期比22.8％減)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96百万円増加し12,664百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が322百万円増加し、受取手形及び売掛金(電子記録債権を含む)が71百万円、たな卸資

産が48百万円減少したことによります。 

固定資産は、有形固定資産の減価償却等により、前連結会計年度末と比較し88百万円減少し4,535

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６百万円増加し17,202百万円となりました。 

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75百万円減少し7,358百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が101百万円減少したこと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59百万円減少し1,106百万円となりました。これは主に、

退職給付引当金が62百万円減少したことによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末と比較し134百万円減少し8,465百万円となりました。 

③ 純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて141百万円増加し8,736百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が四半期純利益の計上により216百万円増加し、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。 

  

  

当第２四半期連結累計期間の業績は概ね想定の範囲内で推移しているため、通期連結業績予想につ

きましては平成23年７月29日に発表いたしました連結業績予想を修正しておりません。 

  

  

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。 

  

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号

平成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第４号 平成22年６月30日)を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストッ

ク・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプ

ションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しておりま

す。 

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益は、19円00銭であります。 

  

（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

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,946,791 4,268,803

受取手形及び売掛金 6,111,413 6,021,776

電子記録債権 199,503 217,203

商品及び製品 1,168,199 1,126,714

仕掛品 173,590 177,870

原材料及び貯蔵品 467,487 456,555

その他 507,951 402,603

貸倒引当金 △6,433 △6,816

流動資産合計 12,568,502 12,664,710

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,783,367 1,719,965

その他（純額） 1,363,489 1,381,398

有形固定資産合計 3,146,856 3,101,364

無形固定資産 209,617 190,310

投資その他の資産

投資有価証券 859,300 834,445

その他 424,988 424,819

貸倒引当金 △17,298 △15,815

投資その他の資産合計 1,266,990 1,243,448

固定資産合計 4,623,465 4,535,122

繰延資産 3,718 2,237

資産合計 17,195,686 17,202,071

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,774,173 5,672,336

短期借入金 510,000 510,000

未払法人税等 147,918 159,001

賞与引当金 253,532 235,376

本社移転費用引当金 51,000 51,000

その他 697,098 730,976

流動負債合計 7,433,723 7,358,691

固定負債

退職給付引当金 775,161 712,732

その他 391,317 393,970

固定負債合計 1,166,478 1,106,702

負債合計 8,600,201 8,465,394
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９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 3,255,762

自己株式 △185,699 △185,885

株主資本合計 8,638,787 8,797,200

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 △59,113

為替換算調整勘定 △137,022 △139,807

その他の包括利益累計額合計 △181,320 △198,920

新株予約権 40,011 50,391

少数株主持分 98,006 88,007

純資産合計 8,595,484 8,736,677

負債純資産合計 17,195,686 17,202,071
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 9,897,296 10,498,415

売上原価 7,185,451 7,782,895

売上総利益 2,711,844 2,715,519

販売費及び一般管理費 2,241,988 2,308,746

営業利益 469,855 406,773

営業外収益

受取利息 1,158 634

受取配当金 7,335 7,206

持分法による投資利益 33,594 9,191

その他 31,189 28,563

営業外収益合計 73,278 45,596

営業外費用

支払利息 5,438 2,897

売上割引 35,258 41,560

支払補償費 2,082 1,653

その他 3,768 1,728

営業外費用合計 46,547 47,840

経常利益 496,586 404,528

特別損失

固定資産除売却損 11,886 2,612

特別損失合計 11,886 2,612

税金等調整前四半期純利益 484,699 401,916

法人税等 184,347 169,941

少数株主損益調整前四半期純利益 300,352 231,974

少数株主利益 19,167 14,990

四半期純利益 281,184 216,984
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 300,352 231,974

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △55,267 △14,815

為替換算調整勘定 △6,050 2,646

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,321 △4,373

その他の包括利益合計 △63,640 △16,542

四半期包括利益 236,712 215,432

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 219,964 199,383

少数株主に係る四半期包括利益 16,747 16,048
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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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