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（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  211,911  3.2  6,111  212.4  6,263  329.1  3,096  －

23年３月期第２四半期  205,341  0.3  1,956  －  1,459  －  △2,798  －

（注）包括利益 24年３月期第２四半期 1,632百万円 （ ％）－ 23年３月期第２四半期 △8,417百万円 （ ％）－

  
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  9  06  9  04

23年３月期第２四半期  △8  08 － 

  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  376,647  180,348  46.5

23年３月期             379,215  180,164  46.2

（参考）自己資本 24年３月期第２四半期 175,062百万円 23年３月期 175,337百万円

  
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 －    5 00 － 5 00 10 00

24年３月期 －   5 00

24年３月期（予想） － 5 00 10 00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、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  460,000  6.1  20,000  42.7  20,500  48.0  12,000  134.6  35  14

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

   

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）詳細は、[添付資料]Ｐ．３「２．（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧くだ

さい。 

  

（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。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、本業績予想作成時点において入手可能な情報に基づき 

当社が合理的と判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれているため、実際の成果や業績は記載の予

想と異なる可能性があります。 

なお、本予想に関する事項は[添付資料]Ｐ．３「１．（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期２Ｑ 371,662,595株 23年３月期 371,662,595株

②  期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 29,693,291株 23年３月期 30,213,692株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 341,761,735株 23年３月期２Ｑ 346,296,706株



  

  

○添付資料の目次

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

（２）連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… ３

２．サマリー情報（その他）に関する事項  

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… ３

３．四半期連結財務諸表  

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… ４

（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 ……………………………………………………………………………………… ６

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… ７

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………… ８

（４）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………………… １０

（５）セグメント情報 …………………………………………………………………………………………………… １０

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………………………… １０

ＴＯＴＯ㈱　(5332)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 1 -



当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）におけるわが国の経済は、東日本大震災

後のサプライチェーン復旧等による経済活動の正常化により持ち直しの傾向が見られましたが、電力不足への対応や、 

急速な円高の進行など、引き続き先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

その一方で、住宅市場においては依然震災の影響が残っているものの、消費マインドの改善を各種住宅支援策が支え

る形で回復基調での推移が続きました。 

 このような事業環境の中、当社グループは、引き続き創立100周年を迎える平成29年（2017年）に向けた長期経営計画 

「ＴＯＴＯ Ｖプラン２０１７」に基づき、「国内住設事業」「海外住設事業」「新領域事業」の各事業領域での活動を

推進いたしました。その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高に関しては２，１１９億１千１百万円（前年

同四半期比３．２％増）となりました。 

 一方、利益面では、営業利益が６１億１千１百万円（前年同四半期比２１２．４％増）、経常利益が６２億６千３百万

円（前年同四半期比３２９．１％増）、四半期純利益が３０億９千６百万円（前年同四半期は四半期純損失２７億９千８

百万円）となりました。 

  

 セグメントごとの業績は、次のとおりです。  

  

①国内住設事業 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が１，７８９億４千万円（前年同四半期比２．８％増）、営業利益が５

４億７千６百万円（前年同四半期比６４５．８％増）となりました。  

 国内住設事業においては、東日本大震災によって一部の生産拠点や物流拠点、販売拠点の被災、材料・部材等の滞りな

どの影響がありましたが、当第２四半期においては生産・販売とも回復しました。このため、全国のショールームでのフ

ェアの開催やリモデルコンテストの実施、テレビコマーシャルの放映など、リモデル需要を喚起する販売施策を積極的に

展開し、リモデル戦略を推進しました。 

   

  

②海外住設事業 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が４０４億４千２百万円（前年同四半期比１２．３％増）、営業利益が

３３億４千９百万円（前年同四半期比１０．４％増）となりました。  

 欧州における債務危機問題や米国市場における経済の減速の長期化等による影響により、先進国を中心に世界経済の先

行き不透明感が高まっていますが、経済・物価動向に注視しつつ、長期経営計画「ＴＯＴＯ Ｖプラン２０１７」に基づ

いた着実な成長戦略を推進しました。 

  

＜米州＞ 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が７８億６百万円（前年同四半期比９．５％減）、営業損失が１億６千４

百万円（前年同四半期は営業利益８千５百万円）となりました。  

 米国では、市場の停滞と為替変動により、新築・リモデル市場の低迷や調達コストのアップ等の影響を受けましたが、

市場におけるブランド力・商品優位性と強固な販売チャネルを活かし、中高級市場でのトップメーカーの地位を目指した

事業活動を推進しました。 

   

＜中国＞ 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が２０３億３千８百万円（前年同四半期比１８．８％増）、営業利益が３

４億４千３百万円（前年同四半期比３．０％増）となりました。  

 中国では、高級ブランドとしての地位と事業基盤をさらに揺るぎないものにするため、他社を圧倒する販売、サービス

体制の強化を推進しています。また、中国国内の需要増に対応するため、工場の増設等積極的な生産・供給体制の強化を

図っています。 

  

＜アジア・オセアニア＞ 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が１１０億２千９百万円（前年同四半期比１８．６％増）、営業利益が４

億８千６百万円（前年同四半期比４．８％増）となりました。  

 アジア・オセアニア地域では、世界の供給基地としてタイ、インドネシアでの生産・販売体制を充実させるとともに、

インド、中東、ベトナムなどの成長著しい新興国市場での販売力を強化しています。 

  

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
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＜欧州＞ 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が１２億６千７百万円（前年同四半期比３２．１％増）、営業損失が４億

１千５百万円（前年同四半期は営業損失８億５千８百万円）となりました。  

 欧州では、ドイツ、フランス、イギリスを中心に事業展開しています。ドイツ・フランクフルトで開催された展示会

「ＩＳＨ（International Sanitary and Heatingの略称）」への出展等を起点にショールームでの空間展示を推進し、 

ネオレストをはじめとした環境にもやさしい独自の洗浄・節水技術を搭載したデザイン性の高い商品を中心に、欧州に 

おけるブランド力強化と事業展開の加速を図っています。 

  

  

③新領域事業 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が７５億１千６百万円（前年同四半期比１２．０％減）、営業損失が１３

億３千４百万円（前年同四半期は営業損失９億７千８百万円）となりました。  

 環境浄化技術「ハイドロテクト」を訴求する「環境建材事業」、ＴＯＴＯのオンリーワン技術を活かした「セラミック

事業」等を「新領域事業」として、「ＴＯＴＯ Ｖプラン２０１７」計画達成に向けた事業活動を推進しています。 

  

＜環境建材事業＞ 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が４６億４千４百万円（前年同四半期比５．２％増）、営業損失が８億１

百万円（前年同四半期は営業損失７億５千７百万円）となりました。  

 「ハイドロテクト」は、光触媒を利用し光や水の力で地球も暮らしもきれいにする環境浄化技術であり、技術ブランド

です。既に多くのお客様にご活用いただいており、建物の外壁から室内の壁や床までさまざまな製品が利用されていま

す。また、事業戦略も国内中心から海外へと拡大させ、業種を横断したパートナーシップ「ハイドロテクトの輪」をグロ

ーバルに広げ、「ハイドロテクト」の普及とともに環境貢献を進めています。 

  

＜セラミック事業＞ 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が２８億７千２百万円（前年同四半期比３０．３％減）、営業損失が５億

３千２百万円（前年同四半期は営業損失２億２千１百万円）となりました。  

 オンリーワン技術を活かした構造部材、静電チャックなどの高精度精密セラミックス部品に特化し、「ＴＯＴＯ Ｖプ

ラン２０１７」における全社横断の「ものづくり革新」活動を行うことにより、 適な生産体制の整備を進めています。

また、東日本大震災で被災した、光伝送用部品などを製造する福島県のＴＯＴＯファインセラミックス株式会社の生産ラ

インは、引き続き中津第二工場及びグループ会社であるＴＯＴＯウォシュレットテクノ株式会社の茨城工場内に移転して

生産を行っています。 

  

＜燃料電池＞ 

 燃料電池の心臓部である発電モジュールにおいて、当社のオンリーワン技術であるセラミック製発電セル（ＳＯＦＣ）

及び発電モジュールの製造・開発を推進し、早期事業化を目指しています。 

  

 今後、国内については、震災に伴う影響は薄れ、経済活動は回復に向かっていくことが期待されますが、先進国を中心

とした世界経済の減速傾向や、それに伴う新興国経済への影響等も懸念されています。 

 このような情勢ではありますが、当社グループは、引き続き創立100周年を迎える平成29年（2017年）に向けた長期経

営計画「ＴＯＴＯ Ｖプラン２０１７」に基づき、変化する経営環境に対応して「国内住設事業」「海外住設事業」「新

領域事業」の各領域での活動を推進すると共に、グループを横断した革新活動を推進することによって業績の向上に取り

組んでまいります。 

  

  

（会計方針の変更） 

 １株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用 

 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

適用しています。 

 これによる影響は軽微です。 

  

（２）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）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：百万円）

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 34,670 32,471

受取手形及び売掛金 73,550 72,431

有価証券 13,500 5,500

商品及び製品 29,013 35,378

仕掛品 7,639 10,884

原材料及び貯蔵品 10,439 10,742

その他 15,795 16,685

貸倒引当金 △405 △410

流動資産合計 184,203 183,684

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 47,803 50,799

土地 38,292 38,616

その他（純額） 35,115 35,100

有形固定資産合計 121,212 124,515

無形固定資産   

のれん 111 86

その他 11,603 11,719

無形固定資産合計 11,715 11,805

投資その他の資産   

投資有価証券 36,188 32,858

その他 26,357 24,250

貸倒引当金 △462 △466

投資その他の資産合計 62,083 56,641

固定資産合計 195,011 192,962

資産合計 379,215 376,647
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 57,343 54,882

短期借入金 17,064 16,489

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 2,055 1,030

役員賞与引当金 31 40

製品点検補修引当金 147 119

事業再編引当金 909 544

震災損失引当金 261 29

その他 50,228 52,631

流動負債合計 128,042 135,767

固定負債   

社債 10,000 －

長期借入金 22,128 22,556

退職給付引当金 36,566 35,469

その他 2,313 2,504

固定負債合計 71,007 60,530

負債合計 199,050 196,298

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,579 35,579

資本剰余金 29,429 29,431

利益剰余金 143,355 144,704

自己株式 △17,284 △16,992

株主資本合計 191,079 192,722

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,613 △4,757

繰延ヘッジ損益 0 △350

為替換算調整勘定 △13,129 △12,552

その他の包括利益累計額合計 △15,742 △17,660

新株予約権 370 452

少数株主持分 4,457 4,833

純資産合計 180,164 180,348

負債純資産合計 379,215 376,647
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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：百万円）

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 205,341 211,911

売上原価 129,552 132,879

売上総利益 75,788 79,032

販売費及び一般管理費 73,832 72,920

営業利益 1,956 6,111

営業外収益   

受取利息 273 365

受取配当金 420 391

持分法による投資利益 719 584

その他 610 427

営業外収益合計 2,024 1,768

営業外費用   

支払利息 224 205

売上割引 431 456

為替差損 897 562

その他 967 392

営業外費用合計 2,520 1,617

経常利益 1,459 6,263

特別利益   

土地等売却益 20 －

投資有価証券売却益 16 46

特別利益合計 36 46

特別損失   

投資有価証券売却損 0 －

関係会社株式売却損 82 －

有価証券評価損 720 41

会員権評価損 3 2

減損損失 65 156

事業再編費用 467 238

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 911 －

震災損失 － 513

特別損失合計 2,252 952

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（△）

△755 5,357

法人税、住民税及び事業税 1,546 1,130

法人税等調整額 70 718

法人税等合計 1,617 1,848

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,373 3,509

少数株主利益 424 412

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,798 3,096
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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：百万円）

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,373 3,509

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,915 △2,143

繰延ヘッジ損益 △188 △350

為替換算調整勘定 △1,878 605

持分法適用会社に対する持分相当額 △61 12

その他の包括利益合計 △6,044 △1,876

四半期包括利益 △8,417 1,632

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △8,685 1,171

少数株主に係る四半期包括利益 268 461
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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) 

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（△）

△755 5,357

減価償却費 9,434 8,647

減損損失 65 156

有価証券評価損益（△は益） 720 41

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 911 －

会員権評価損 3 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △109 10

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 8

製品点検補修引当金の増減額（△は減少） △52 △28

事業再編引当金の増減額（△は減少） △285 △364

震災損失引当金の増減額(△は減少) － △232

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,421 △1,109

受取利息及び受取配当金 △694 △757

支払利息 224 205

投資有価証券売却損益（△は益） △15 △46

関係会社株式売却損益（△は益） 82 －

土地売却損益（△は益） △20 －

固定資産除却損 460 164

売上債権の増減額（△は増加） 3,855 1,937

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,434 △9,792

仕入債務の増減額（△は減少） 5,075 △2,515

その他 396 △220

小計 15,442 1,463

利息及び配当金の受取額 1,052 1,223

利息の支払額 △260 △201

法人税等の支払額 △1,878 △2,504

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,356 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,328 △752

定期預金の払戻による収入 2,368 1,761

短期貸付金の増減額（△は増加） △40 △68

有形固定資産の取得による支出 △9,003 △8,350

有形固定資産の売却による収入 117 26

無形固定資産の取得による支出 △1,231 △1,883

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,629 △171

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

29 52

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△15 －

長期貸付けによる支出 △2 △5

長期貸付金の回収による収入 27 22

その他 △721 △38

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,428 △9,407
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（単位：百万円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △13,201 △562

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 13,000 20,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △15,000 △20,000

長期借入れによる収入 19,700 686

長期借入金の返済による支出 △5,006 △278

配当金の支払額 △1,731 △1,707

自己株式の取得による支出 △24 △14

その他 △439 △109

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,702 △1,985

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,465 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,241 △11,428

現金及び現金同等物の期首残高 50,563 46,498

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 2,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,322 37,285
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該当事項はありません。 

  

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）        （単位：百万円）

  

  

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）        （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 

国内住設事業 

海外住設事業 

米州 中国 
アジア・ 

オセアニア 
欧州 計 

 売上高             

 外部顧客への売上高  169,166  8,625  13,035  5,067  945  27,673

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 4,923  3  4,083  4,235  14  8,336

計  174,089  8,628  17,118  9,302  959  36,009

 営業利益 

  又は営業損失(△) 
 734  85  3,343  463  △858  3,033

  

報告セグメント 

その他  合計 調整額 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

新領域事業 
計 

環境建材事業 セラミック事業 計 

 売上高                 

 外部顧客への売上高  4,271  4,122  8,394  205,234  107  205,341  －  205,341

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 144  －  144  13,404  366  13,771  △13,771  －

計  4,416  4,122  8,539  218,639  474  219,113  △13,771  205,341

 営業利益 

  又は営業損失(△) 
 △757  △221  △978  2,789  126  2,915  △959  1,956

  

報告セグメント 

国内住設事業 

海外住設事業 

米州 中国 
アジア・ 

オセアニア 
欧州 計 

 売上高             

 外部顧客への売上高  174,045  7,797  15,638  6,071  1,247  30,754

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 4,895  8  4,700  4,958  20  9,688

 計  178,940  7,806  20,338  11,029  1,267  40,442

 営業利益 

  又は営業損失(△) 
 5,476  △164  3,443  486  △415  3,349

  

報告セグメント 

その他 合計 調整額 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

新領域事業 
計 

環境建材事業 セラミック事業 計 

 売上高                 

 外部顧客への売上高  4,179  2,843  7,022  211,822  88  211,911  －  211,911

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 464  28  493  15,076  300  15,377  △15,377  －

計  4,644  2,872  7,516  226,899  389  227,289  △15,377  211,911

 営業利益 

  又は営業損失(△) 
 △801  △532  △1,334  7,491  45  7,536  △1,424  6,111

（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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