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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 35,237 △4.0 582 △9.4 231 18.9 489 ―
23年3月期 36,702 △18.2 643 ― 195 ― △1,427 ―

（注）包括利益 24年3月期 489百万円 （―％） 23年3月期 △1,397百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 6.31 ― 6.8 0.5 1.7
23年3月期 △18.39 ― △18.6 0.4 1.8

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  30百万円 23年3月期  △1百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 44,439 7,454 16.8 96.02
23年3月期 44,203 6,966 15.8 89.72

（参考） 自己資本   24年3月期  7,454百万円 23年3月期  6,966百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 1,170 432 △1,644 2,593
23年3月期 △6 110 △199 2,635

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 17,500 9.6 200 170.3 50 △46.8 △100 ― △1.29
通期 38,000 7.8 1,000 71.8 400 73.2 200 △59.1 2.58



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 77,780,000 株 23年3月期 77,780,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 143,397 株 23年3月期 138,898 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 77,639,546 株 23年3月期 77,643,254 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 18,100 △11.4 568 24.0 205 191.6 510 ―
23年3月期 20,424 △27.3 458 239.8 70 ― △1,653 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 6.57 ―
23年3月期 △21.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 31,978 7,137 22.3 91.93
23年3月期 33,619 6,618 19.7 85.24

（参考） 自己資本 24年3月期  7,137百万円 23年3月期  6,618百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
  この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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 
  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。 
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１. 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

   １）当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が残るなか、生産活動の持ち

直し、円高修正などによる改善の兆しがあったものの、厳しい雇用情勢および不安定な為替水

準や原油高などの影響から、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの主な事業領域である建設業界におきましては、企業収益の回復基調に伴い

設備投資意欲の改善の兆しはあったものの、本格的な市況回復には至らず、さらに、施工員不

足による繁忙期の工事遅延も多く見られました。また、電力およびプラント業界におきましては、

東日本大震災により延期されていたメンテナンス工事の再開および復旧需要も出始めましたが、

造船および鉄鋼業界におきましては、需要が依然として低迷し、厳しい状況が継続いたしまし

た。 

このような状況のなか、当社グループは中期経営計画「ＲＥＡＬＩＺＥ（リアライズ）」初年度の目

標達成に向け、各事業における営業力のさらなる強化を図るとともに、経営資源を 大限に活

用し、併せて、固定費削減をはじめとする総コストの低減などにも注力し、業績の改善に努めま

した。 

当連結会計年度の売上高は完成工事高 14,093 百万円を含み 35,237 百万円（前期比 4.0％

減収）、営業利益は 582 百万円（前期比 9.4％減益）、経常利益は 231 百万円（前期比 18.9％増

益）、当期純利益は 489 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あります。 

 

（建設・建材事業） 

材料販売につきましては、主力商品であります けい酸カルシウム板の国内需要が低迷する

なか、高付加価値商品であるセメント板および化粧板の拡販に注力いたしました。また、繊維混

入石膏板の輸出は順調に推移いたしました。 

なお、耐火二層管につきましては、震災後の需要減少が懸念されましたが、震災後延期とな

っていた大型物件が首都圏を中心に再開したことおよび学校等の公共物件の耐震補強工事で

耐火二層管の採用が増加したため、前期並みの販売数量となりました。 

材料販売全体の売上高は 11,862 百万円と、前期に比し 11.4％の減収となりました。 

工事につきましては、東日本大震災の復旧工事があったものの、公共工事および設備投資の

抑制等により、完成工事高は 3,836 百万円と、前期に比し 7.7％の減収となりました。 

この結果、材料販売および工事を合わせた建設・建材事業全体の売上高は 15,731 百万円と、

前期に比し 10.5％の減収となりましたが、平成23 年７月からの国内向け建材製品の価格改定お

よび平成 22 年に実施した事業構造改革による利益率の改善ならびに徹底した固定費の削減を

確実に実施したことで、損益面は改善されました。 

 

（工業製品・エンジニアリング事業） 

材料販売につきましては、電力およびプラント業界において東日本大震災により延期されて

いたメンテナンス工事の再開や、復旧工事開始等の動きがあり、電力および一般プラント向け非

金属製伸縮継手やプラント配管および機器向け保温保冷断熱材について、売上高は前期に比

し増加しました。また、鉄鋼業界におきましては、国内での自動車生産の減少や円高傾向による
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操業度の落ち込み、国外ではユーロ圏の市場低迷による欧州ステンレスメーカー向け高熱処理

材搬送用ロールの出荷減少が響き、前期に比し大幅な減収となりました。さらに、造船業界およ

び諸産業におきましても受注競争が激化する状況のなか、受注活動に鋭意努力してまいりまし

たが、売上高を伸ばすことが出来ず、減収となりました。 

自動車関連におきましては、原材料価格の高騰、円高の進行などがあるなか、海外輸出向け

大型四輪車用のシール材およびクラッチフェーシングならびに二輪車用ブレーキライニングの

海外向け販売は堅調に推移いたしました。 

材料販売全体の売上高は 9,228 百万円と、前期に比し 4.4％の減収となりました。 

工事につきましては、環境関連設備工事の受注高は減少したものの、景気の減速により中止

や延期となっていた国内設備投資が持ち直してきたことから、プラント工事、冷凍・冷蔵施設およ

び船舶用防熱工事の受注が増加し、完成工事高は10,256百万円と、前期に比し8.5％の増収と

なりました。 

この結果、材料販売および工事を合わせた工業製品・エンジニアリング事業全体の売上高は

19,484 百万円と、前期に比し 2.0％の増収となりました。 

 

（その他） 

不動産賃貸収入でありますが、売上高は 21 百万円と、前期に比し 5.6％の減収となりました。 

 

２）次期の見通し 

       今後の経済見通しにつきましては、欧米経済の減速感や新興国経済の先行きの不透明感が

強く、世界経済の回復については依然として楽観できない状況にあります。また、日本経済につ

きましても、輸出の伸び悩みや原油高、電力不足などの懸念が残るなか、当社グループ関連の

市場においても、依然として厳しい状況が続くものと予想されます。 

       当社グループは、先行きが不透明な経済環境下においても、次代への飛躍に向けた強固な経

営基盤を構築するため、経営体質の一層の強化に取り組み、収益力の向上に努めてまいりま

す。 

       平成25 年３月期通期の連結業績予想につきましては、売上高38,000 百万円、営業利益1,000

百万円、経常利益 400 百万円、当期純利益 200 百万円と見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

 1）資産、負債及び純資産の状況 

       （資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、2,226 百万円増加し、21,370 百万円となりました。

これは完成工事未収入金が 951 百万円、未成工事支出金が 792 百万円増加したことなどによる

ものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、1,990 百万円減少し、23,068 百万円となりました。

これは有形固定資産が 1,779 百万円、無形固定資産が 212 百万円それぞれ減少したことなどに

よるものです。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、236百万円増加し、44,439百万円となりまし

た。 
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（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、1,467 百万円増加し、21,927 百万円となりました。

これは支払手形及び買掛金が1,102 百万円、未成工事受入金が655 百万円増加したことなどに

よるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、1,720 百万円減少し、15,057 百万円となりました。

これは長期借入金が 994 百万円、再評価に係る繰延税金負債が 821 百万円減少したことなどに

よるものです。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて 252 百万円減少し、36,984 百万円となりま

した。 

（純資産） 

  純資産は、前連結会計年度末に比べて 488 百万円増加し、7,454 百万円となりました。これは

利益剰余金が 575 百万円増加したことなどによるものです。 

2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて

42 百万円減少し、2,593 百万円となりました。 

        （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

            営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、減価償却費 1,255 百万円、売上債権の増

加 937 百万円、たな卸資産の増加 1,093 百万円、仕入債務の増加 1,102 百万円、その他の流動

負債の増加 739 百万円などの要因により 1,170 百万円増加しました。 

       （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

            投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出 685 百万

円、有形固定資産の売却による収入 1,267 百万円などの要因により 432 百万円増加しました。 

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入れによる収入3,106百万円に対し、

長期借入金の返済による支出4,621百万円、社債の償還による支出500百万円などの要因により、

1,644 百万円減少しました。 

 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   

項    目 

平成 20 年 

3 月 期 

平成 21 年 

3 月 期 

平成 22 年 

3 月 期 

平成 23 年 

3 月 期 

平成 24 年

3 月 期 

自己資本比率               (％) 18.3 16.8 17.5 15.8 16.8

時価ベースの自己資本比率   (％) 12.9 10.5 12.2 17.4 15.5

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率            (年) 6.0 - 14.9

 

- 16.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 5.6 - 3.0 - 2.7

自己資本比率                      ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率          ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注1） いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注2） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
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（注3） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注4） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っ 

ているすべての負債を対象としております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、健全な企業活動による利益の確保と拡大を目指し、安定した収益に基づきその一部を配

当として株主の皆様に還元することを基本方針としております。当期の配当につきましては、業績の

向上に鋭意努めてまいりましたが、当期の業績を勘案いたしまして、誠に申し訳なく存じますが無配と

させていただきます。 

また、次期の配当につきましては、業績および今後の見通しなどを勘案した結果、誠に申し訳なく

存じますが無配とさせていただく予定であります。 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成２３年６月３０日提出）における「事業の内容」および「関係会社の状況」

から重要な変更がないため、記載を省略しております。 

当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

   http://www.aa-material.co.jp 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「建材に関する生産、化粧加工、施工の技術」と「熱、音、その他のエネルギーを

コントロールする技術」をもとに、安全で安心でき、快適な場を創造する事業を通じて、生活環境と社

会基盤の充実ならびに産業の発展に貢献する企業グループになることを目指しております。その実

現のために、下記の方針により企業活動を展開していきます。 

      １）お客様や市場の声を敏感に受け止め、商品と技術のレベルを高めるとともに、新商品・新事業の

研究・開発、探索・導入、そして市場投入を絶え間なく継続し、お客様に信頼感を持っていただ

ける商品や技術を提供し続けます。 

      ２）研究・開発の促進、技術力の向上ならびに管理手法の改善に全力を挙げて取り組むとともに、各

事業が、その商品力と営業力の強化ならびにコスト削減により収益性を一層高めて、グループの

活性維持と持続的発展に努めます。 

３）的確な企業統治と内部統制のシステムを確立し、その機能の充実を図ることにより、経営の質的

レベルアップを図り、社外の様々な関係者からみての安心感・安定感を高めます。 

      ４）環境と社会への責任を強く意識し、全ての企業活動において環境保全と改善に配慮するとともに、

法と社会秩序を遵守しつつ、企業市民としてより良い社会の実現を目指し、社会への貢献に努

めます。 

 

（２）中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

今後のわが国の経済は、不安定な為替の変動、使用電力制限や原材料価格の高騰など、業績へ

の影響は予測困難な面がありますが、当社グループは中期ビジョンと、その達成に向けた道標として

の中期経営計画「ＲＥＡＬＩＺＥ（リアライズ）」を完全に達成することにより、当社グループの保有する「熱、

音、その他のエネルギーをコントロールする技術」を強みとして、製品、経営、人材などにおいて企業
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活動の品質を高める「収益力のある、強い会社」への変革を目指してまいる所存であります。 

事業別には、建設・建材事業におきましては、基幹商品である けい酸カルシウム板の安定収益の

確保ならびに高付加価値商品であるセメント板および化粧板の拡販を実施することにより、収益力の

強化を図ってまいります。 

工業製品・エンジニアリング事業におきましては、二輪車用ブレーキライニング、高熱処理材搬送用

ロール、電力および一般プラント向け非金属製伸縮継手などに注力し、海外市場における事業展開

の拡大を推進するとともに、基本技術の強化および周辺技術の応用展開をもって工事の受注拡大に

注力してまいります。 

当社事業の第三の柱である環境エネルギー事業におきましては、地球温暖化対策と社会ニーズを

取り込んだスレート屋根に搭載可能な超軽量太陽光発電パネル「ライトソーラー」の販売・施工の拡充

を図ってまいります。また、リサイクル分野では環境重視の高まりに対する廃棄物処理およびリサイク

ル事業の展開として、産業廃棄物処理、保温廃材圧縮減容処理およびリサイクル原料の活用を推進

するとともに、社会の要請に応じた環境に配慮したモノづくりを行ってまいります。 

研究開発におきましては、顧客ニーズの多様化に対応した省エネルギー製品および環境エネルギ

ー関連ならびに産業廃棄物を有効利用するための開発を積極的に進め、環境エネルギー企業を目

指します。 

当社グループは、株主様にとっての企業価値を高め持続的成長を図るため、コーポレート・ガバナ

ンスの強化が重要な課題であると認識しており、内部統制システムの整備に関する基本方針に基づ

き、内部統制システムの整備･運用に注力してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,658 2,607

受取手形及び売掛金 7,220 7,206

完成工事未収入金 2,671 3,622

商品及び製品 2,959 3,247

仕掛品 248 218

原材料及び貯蔵品 441 485

未成工事支出金 2,047 2,840

その他 919 1,151

貸倒引当金 △23 △9

流動資産合計 19,144 21,370

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,592 7,386

減価償却累計額 △5,930 △5,721

建物及び構築物（純額） 1,662 1,665

機械装置及び運搬具 15,388 15,213

減価償却累計額 △12,608 △12,979

機械装置及び運搬具（純額） 2,780 2,233

土地 17,865 16,748

リース資産 883 917

減価償却累計額 △84 △202

リース資産（純額） 798 714

建設仮勘定 8 1

その他 1,361 1,333

減価償却累計額 △1,260 △1,260

その他（純額） 101 73

有形固定資産合計 23,216 21,437

無形固定資産 324 111

投資その他の資産   

投資有価証券 848 978

長期貸付金 295 233

その他 498 390

貸倒引当金 △124 △83

投資その他の資産合計 1,518 1,519

固定資産合計 25,059 23,068

資産合計 44,203 44,439
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,624 5,726

短期借入金 12,332 12,306

1年内償還予定の社債 500 －

未払法人税等 139 117

繰延税金負債 18 －

賞与引当金 46 139

完成工事補償引当金 3 3

未払費用 1,648 1,678

未成工事受入金 704 1,360

その他 440 595

流動負債合計 20,459 21,927

固定負債   

長期借入金 8,369 7,374

リース債務 690 595

繰延税金負債 57 46

再評価に係る繰延税金負債 4,480 3,659

退職給付引当金 2,352 2,602

役員退職慰労引当金 130 161

その他 695 617

固定負債合計 16,777 15,057

負債合計 37,237 36,984

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,889 3,889

利益剰余金 2,358 2,933

自己株式 △15 △15

株主資本合計 6,232 6,807

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 88 83

繰延ヘッジ損益 △38 △63

土地再評価差額金 694 646

為替換算調整勘定 △10 △19

その他の包括利益累計額合計 733 647

純資産合計 6,966 7,454

負債純資産合計 44,203 44,439

㈱エーアンドエーマテリアル（5391）平成24年３月期決算短信

8



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

商品及び製品売上高 23,051 21,090

完成工事高 13,611 14,093

その他の営業収入 39 53

売上高合計 36,702 35,237

売上原価   

商品及び製品売上原価 16,526 15,238

完成工事原価 11,943 12,361

その他の営業支出 19 20

売上原価合計 28,489 27,620

売上総利益 8,212 7,617

販売費及び一般管理費 7,569 7,034

営業利益 643 582

営業外収益   

受取利息 27 31

受取配当金 18 89

持分法による投資利益 － 30

その他 148 119

営業外収益合計 193 271

営業外費用   

支払利息 444 429

持分法による投資損失 1 －

シンジケートローン手数料 84 86

コミットメントライン設定費用 75 75

その他 37 30

営業外費用合計 642 622

経常利益 195 231

特別利益   

固定資産売却益 348 57

関係会社株式売却益 － 0

投資有価証券売却益 17 －

特別利益合計 365 57
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 10 16

減損損失 349 208

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 41 －

事業構造改革損失 1,650 173

会員権評価損 4 1

石綿健康障害補償金 75 50

災害による損失 63 46

特別損失合計 2,193 496

税金等調整前当期純損失（△） △1,632 △207

法人税、住民税及び事業税 78 86

法人税等調整額 △283 △784

法人税等合計 △204 △697

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△1,427 489

当期純利益又は当期純損失（△） △1,427 489
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△1,427 489

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19 △4

繰延ヘッジ損益 56 △24

土地再評価差額金 － 37

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 △8

その他の包括利益合計 30 △0

包括利益 △1,397 489

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △1,397 489

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,889 3,889

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,889 3,889

利益剰余金   

当期首残高 3,645 2,358

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,427 489

合併による減少 △0 －

土地再評価差額金の取崩 140 85

当期変動額合計 △1,287 575

当期末残高 2,358 2,933

自己株式   

当期首残高 △14 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △15 △15

株主資本合計   

当期首残高 7,519 6,232

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,427 489

自己株式の取得 △0 △0

合併による減少 △0 －

土地再評価差額金の取崩 140 85

当期変動額合計 △1,287 575

当期末残高 6,232 6,807

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 107 88

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 △4

当期変動額合計 △19 △4

当期末残高 88 83
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △95 △38

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 56 △24

当期変動額合計 56 △24

当期末残高 △38 △63

土地再評価差額金   

当期首残高 835 694

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 △48

当期変動額合計 △140 △48

当期末残高 694 646

為替換算調整勘定   

当期首残高 △2 △10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7 △8

当期変動額合計 △7 △8

当期末残高 △10 △19

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 844 733

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110 △86

当期変動額合計 △110 △86

当期末残高 733 647

純資産合計   

当期首残高 8,364 6,966

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,427 489

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 140 85

合併による減少 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110 △86

当期変動額合計 △1,398 488

当期末残高 6,966 7,454
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,632 △207

減価償却費 1,311 1,255

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △55

賞与引当金の増減額（△は減少） 34 92

退職給付引当金の増減額（△は減少） △552 250

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 30

受取利息及び受取配当金 △45 △120

支払利息 444 429

持分法による投資損益（△は益） 1 △30

有形固定資産売却損益（△は益） △348 △50

有形固定資産除却損 10 10

減損損失 349 208

投資有価証券売却損益（△は益） △17 △0

石綿健康障害補償金 75 50

災害による損失 63 46

事業構造改革損失 1,650 173

売上債権の増減額（△は増加） 409 △937

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,074 △1,093

その他の流動資産の増減額（△は増加） 355 △141

仕入債務の増減額（△は減少） △1,466 1,102

その他の流動負債の増減額（△は減少） △590 739

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 41 －

その他 △623 △91

小計 536 1,660

利息及び配当金の受取額 45 119

利息の支払額 △449 △430

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △63 △128

石綿健康障害補償金の支払額 △75 △50

営業活動によるキャッシュ・フロー △6 1,170
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △42 △13

定期預金の払戻による収入 47 22

有形固定資産の取得による支出 △488 △685

有形固定資産の売却による収入 572 1,267

投資有価証券の取得による支出 △7 △9

投資有価証券の売却による収入 39 0

貸付けによる支出 △153 △311

貸付金の回収による収入 113 113

その他 28 49

投資活動によるキャッシュ・フロー 110 432

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） 248 494

長期借入れによる収入 3,948 3,106

長期借入金の返済による支出 △3,814 △4,621

社債の償還による支出 △500 △500

その他 △81 △123

財務活動によるキャッシュ・フロー △199 △1,644

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95 △42

現金及び現金同等物の期首残高 2,731 2,635

現金及び現金同等物の期末残高 2,635 2,593
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（５） 継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　１　連結の範囲に関する事項

１１社

アスク・サンシンエンジニアリング㈱、㈱アスクテクニカ、朝日珪酸工業㈱、

㈱コウメン、㈱甲斐エンジニアリング、㈱アスクエージェンシー、

関東浅野パイプ㈱、㈱エーアンドエー茨城､㈱エーアンドエー大阪、

㈱エーアンドエー名古屋、エーアンドエー工事㈱

なお、けい酸カルシウム板の生産会社でありました㈱エーアンドエー愛知

（連結子会社）を吸収合併致しました。

アスクシンガポール、サトナスウタマ、アスク沖縄㈱、

アスクエンジニアリングマレーシア

   　④非連結子会社について

連結の範囲から除いた理由

上記非連結子会社はいずれも小規模会社であり、４社合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等の連結財務諸表に及ぼす影響が少ないため、連結の範囲から除外しております。

　２　持分法の適用に関する事項

     ①持分法を適用した非連結子会社数 ２社

会社等の名称 アスクシンガポール 、サトナスウタマ

     ②持分法を適用した関連会社数 １社

会社等の名称 四国浅野スレート㈱

なお、四国浅野スレート㈱は平成21年９月28日付で、同社の解散決議を

行い、現在清算中であります。

　　 ③持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

アスク沖縄㈱

持分法の範囲から除いた理由

  　④持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社

決算日が連結決算日と異なるアスクシンガポールおよびサトナスウタマ（決算日はともに12月31日）について

は、各社の事業年度にかかわる財務諸表を使用しております。

ただし連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

     ①連結子会社の数

　　 ②連結子会社の名称  

     ③非連結子会社の名称

非連結子会社（２社）及び関連会社（2社）は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が少なく、

 かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

㈱エーアンドエーマテリアル（5391）平成24年３月期決算短信
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　３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

　４　会計処理基準に関する事項

　　　　 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　 その他有価証券

    時価のあるもの

    時価のないもの 移動平均法による原価法

②デリバティブ 時価法

③たな卸資産

　商品・製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 移動平均法による原価法

　未成工事支出金 個別法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

　　　　 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 (リース資産を除く)

   主として定額法を採用しております。

   なお、主な耐用年数は建物及び構築物が７～４５年、機械装置及び運搬具が４～１２年であります。

②無形固定資産 (リース資産を除く)

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

  しております。

③リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

   なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

　 ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、

法により算定）

全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均

㈱エーアンドエーマテリアル（5391）平成24年３月期決算短信
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　　　　 （3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

②賞与引当金

③完成工事補償引当金

④工事損失引当金

⑤退職給付引当金

⑥役員退職慰労引当金

　　　　 （4）重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準（工事進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おります。

　　　　 （5）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段・・・金利スワップ、コモディティスワップ

  ヘッジ対象・・・借入金、原材料

③ヘッジ方針

④ヘッジの有効性評価の方法

  債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

  債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

　(１１年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

  ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、

　費用処理しております。

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１１年）による定額法により

  従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

　なお、会計基準変更時差異については、１５年による按分額を費用処理しております。

  計上しております。

  おります。

　おりますが、当連結会計年度の計上はありません。

  請負に係る工事の引渡し後の補修サービスの費用の支出に備えるため、補修サ－ビス費用見込額を計上して

　当連結会計年度末において見込まれる未引渡工事の損失発生に備えるため、当該見込額を計上して

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

　当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

  財務活動に係る金利変動リスクをヘッジする目的及び購入資材価格変動リスクをヘッジする目的でデリバ

  ティブ取引を行っております。なお、デリバティブ取引の相手先は、格付の高い金融機関に限定しております。

  両者の変動額等を基礎にして判断しております。

㈱エーアンドエーマテリアル（5391）平成24年３月期決算短信
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　　　　 （6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲　

　　　　 （7） その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

②連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用しております。

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　（表示方法の変更）

　　      前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は、営業外収益の総額の

 　　　100分の10以下となったため、当連結会計年度においては、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

　　　 この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。

　　　 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「助成金収入」に表示していた43百万円は、

　　　 「その他」として組み替えております。

　（追加情報）

　　      当連結会計年度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。

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

 預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ケ月

 以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

㈱エーアンドエーマテリアル（5391）平成24年３月期決算短信
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

　　（連結貸借対照表関係）

（１）担保に供している資産 （１）担保に供している資産

 　　                    有形固定資産 15,208 百万円  　　                    有形固定資産 15,143 百万円

（２）保証債務 （２）保証債務

　非連結子会社の銀行借入金に対し、保証 　非連結子会社の銀行借入金に対し、保証

　を行っております。 　を行っております。

アスクシンガポール 380 百万円 アスクシンガポール 371 百万円

（３）土地再評価法の適用 （３）土地再評価法の適用

　連結財務諸表提出会社は土地の再評価に関する 　連結財務諸表提出会社は土地の再評価に関する

　法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地 　法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地

　の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成 　の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成

　13年3月31日公布法律第19号）に基づき、平成14年 　13年3月31日公布法律第19号）に基づき、平成14年

　3月31日に事業用土地の再評価を行っております。 　3月31日に事業用土地の再評価を行っております。

　なお、再評価差額については、土地の再評価に関す 　なお、再評価差額については、土地の再評価に関す

　る法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布 　る法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布

　法律第24号）に基づき、当該再評価差額に係る税金 　法律第24号）に基づき、当該再評価差額に係る税金

　相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の 　相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

　部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額 　部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

　金」として純資産の部に計上しております。 　金」として純資産の部に計上しております。

　　再評価の方法 　　再評価の方法

　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年 　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年

　　　3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定め 　　　3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定め

　　　る固定資産税評価額に合理的な調整を行う 　　　る固定資産税評価額に合理的な調整を行う

　　　方法により算出 　　　方法により算出

　　再評価を行った年月日     平成14年3月31日 　　再評価を行った年月日     平成14年3月31日

　　同法律第10条に定める再評価を行った土地の 　　同法律第10条に定める再評価を行った土地の

　　当連結会計年度末における時価と再評価後の 　　当連結会計年度末における時価と再評価後の

　　帳簿価額との差額　 　　帳簿価額との差額　

△ 558 百万円 △584 百万円

（４） （４）　 連結会計年度末日満期手形の会計処理については

　　 手形交換日をもって決済処理しております。

        なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で

　　 あったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

　　 会計年度末残高に含まれております。

受取手形 99 百万円

支払手形 456 百万円

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成23年３月31日） （平成24年３月31日）
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　　（連結損益計算書関係）

（１）販売費及び一般管理費の主なもの （１）販売費及び一般管理費の主なもの

　　　運搬費 2,060 百万円 　　　運搬費 1,775 百万円

　　　給料及び賃金 1,748 百万円 　　　給料及び賃金 1,667 百万円

　　　退職給付費用 446 百万円 　　　賞与引当金繰入額 61 百万円

　　　役員退職慰労引当金繰入額 50 百万円 　　　退職給付費用 418 百万円

　　　賃借料 676 百万円 　　　役員退職慰労引当金繰入額 49 百万円

　　　賃借料 613 百万円

（２）一般管理費及び当期製造費用に （２）一般管理費及び当期製造費用に

　　　含まれる研究開発費 537 百万円 　　　含まれる研究開発費 524 百万円

（３）減損損失 （３）減損損失

  当連結会計年度において、以下の資産について   当連結会計年度において、以下の資産について

　減損損失を計上しております。 　減損損失を計上しております。

金額 金額

(百万円) (百万円)

325 145

24 24

349 13

25

208

（４）事業構造改革損失 （４）事業構造改革損失

     中長期的な業績の安定化と成長を図る目的とする施策 　　 事業構造改革の展開に伴う生産体制の再構築や、

　　 の一環として実施した生産体制並びに営業体制の 　　 営業拠点の統廃合などによる追加費用等を計上して

 　　再構築、人員体制の見直しにより発生した費用等を 　　 おります。

　　 計上しております。

計

愛知県大府市 遊休地

(自　平成23年 ４月１日

前連結会計年度 当連結会計年度

場所 用途

土地、撤去費用茨城県石岡市

  至　平成24年３月31日)

(自　平成22年 ４月１日

種類 場所 用途

  至　平成23年３月31日)

土地

種類

土地茨城県常陸大宮市 遊休地

茨城県石岡市 遊休地

　おります。

遊休地

　おります。

茨城県常陸大宮市 遊休地

　生み出す最小単位でグルーピングを行っております。

土地

広島県三原市 遊休地 土地

　当社グループは、事業用資産については、事業所単位を

　遊休資産については、個々の資産単位をグループとして 　資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを

土地

　生み出す最小単位でグルーピングを行っております。

　当社グループは、事業用資産については、事業所単位を

　資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを

　当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定し、

　遊休資産については、個々の資産単位をグループとして

　349百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。 　当連結会計年度において、将来の使用が見込まれない

　その結果、将来の使用が見込まれない遊休資産について

　当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額

　正味売却価額は路線価等を用いて合理的に算出して 　減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計

　正味売却価額は路線価等を用いて合理的に算出して

　おり、旧石岡事業所土地については撤去費用として 　計上いたしました。

　179百万円が含まれております。

　おります。

　当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定し、 　遊休資産の帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで
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　　(連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年3月31日）

1.発行済株式に関する事項

2.自己株式に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 4,282株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

3.配当に関する事項

（1）配当金支払額

　　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

1.発行済株式に関する事項

2.自己株式に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 4,499株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

3.配当に関する事項

（1）配当金支払額

　　該当事項はありません。

当連結会計年度末当連結会計年度期首

株式の種類 当連結会計年度期首 増加

77,780,000

普通株式(株)

株式の種類

当連結会計年度末

普通株式(株)

143,397- 

減少増加

138,898 4,499

減少

- - 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少

当連結会計年度末

普通株式(株) - 138,898

減少

134,616 4,282

株式の種類 当連結会計年度期首 増加

77,780,000普通株式(株) 77,780,000 - - 

77,780,000

当連結会計年度末
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　　（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲記されている科目の金額との関係 　掲記されている科目の金額との関係

　　　現金及び預金勘定 2,658 百万円 　　　現金及び預金勘定 2,607 百万円

　　　預入期間が３か月を 　　　預入期間が３か月を

　　　超える定期預金 　　　超える定期預金

　　　現金及び現金同等物 2,635 百万円 　　　現金及び現金同等物 2,593 百万円

百万円

前連結会計年度 当連結会計年度

△ 22

(自　平成23年 ４月１日

△ 13

  至　平成23年３月31日)   至　平成24年３月31日)

百万円

(自　平成22年 ４月１日

  （平成23年３月31日）   （平成24年３月31日）
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(セグメント情報等)

　　1.報告セグメントの概要

　  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

　 経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　 当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、事業活動を展開しております。

　 従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、

　 「建設・建材事業」及び「工業製品・エンジニアリング事業」の２つを報告セグメントとしております。

　  「建設・建材事業」は、不燃建築材料の製造、販売及び工事の設計施工、耐火二層管の製造、

　 販売、鉄骨耐火被覆工事の設計、施工を行っております。「工業製品・エンジニアリング事業」は、不燃紡織品、

　 摩擦材・シール材、保温保冷断熱材、船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、

　 販売並びに保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工を行っております。

　　2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

　　　 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における

　　記載と概ね同一であります。

　　　 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　　　 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいて算定した合理的な内部振替価格によっております。

　　3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

 　　 前連結会計年度(自 平成22年４月１日　至 平成23年３月31日)

連結

その他 調整額 財務諸表

建設・建材 工業製品･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ （注）１ 合計 （注）2 計上額

事業 事業 （注）3

　 売上高

    外部顧客への売上高 17,569 19,110 36,679 23 36,702 - 36,702

    セグメント間の

    内部売上高又は振替高 78 19 98 18 116 △ 116 -

17,647 19,129 36,777 41 36,818 △ 116 36,702

857 984 1,842 15 1,857 △ 1,213 643

24,570 14,974 39,544 553 40,097 4,105 44,203

　 その他の項目

　　減価償却費 839 305 1,145 3 1,149 161 1,311

1,216 - 1,216 - 1,216 349 1,565

1,074 148 1,222 - 1,222 33 1,256

(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸不動産事業を含んでおります。

　　  ２  （1）セグメント利益の調整額△1,213百万円には、セグメント間取引消去241百万円、各報告セグメントに配分していない

　　  　  　　全社費用△1,455百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　 （２）セグメント資産の調整額4,105百万円には、セグメント間債権債務消去△826百万円、各報告セグメントに配分していない

　　　　 　　全社資産4,931百万円が含まれております。その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、

　　  　　　 長期投資資金(投資有価証券)、及び管理部門に係わる資産等であります。

　　　　 （３）減価償却費の調整額161百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

　　　　 （４）減損損失の調整額349百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

　　　　 （５）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額33百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産となります。

　　  ３  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

計

　　　（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト

　　無形固定資産の増加額

計

　　セグメント利益

　　セグメント資産

　　減損損失

　　有形固定資産及び
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 　　 当連結会計年度(自 平成23年４月１日　至 平成24年３月31日)

連結

その他 調整額 財務諸表

建設・建材 工業製品･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ （注）１ 合計 （注）2 計上額

事業 事業 （注）3

　 売上高

    外部顧客への売上高 15,731 19,484 35,215 21 35,237 - 35,237

    セグメント間の

    内部売上高又は振替高 112 17 129 20 149 △ 149 -

15,843 19,501 35,345 42 35,387 △ 149 35,237

1,234 542 1,776 14 1,791 △ 1,208 582

22,993 16,622 39,615 549 40,165 4,274 44,439

　 その他の項目

　　減価償却費 804 280 1,085 3 1,089 166 1,255

2 6 9 - 9 244 253

　　持分法適用会社への投資額 - 135 135 - 135 - 135

151 108 259 - 259 533 792

(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸不動産事業を含んでおります。

　　  ２  （1）セグメント利益の調整額△1,208百万円には、セグメント間取引消去198百万円、各報告セグメントに配分していない

　　  　  　　全社費用△1,407百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　 （２）セグメント資産の調整額4,274百万円には、セグメント間債権債務消去△654百万円、各報告セグメントに配分していない

　　　　 　　全社資産4,928百万円が含まれております。その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、

　　  　　　 長期投資資金(投資有価証券)、及び管理部門に係わる資産等であります。

　　　　 （３）減価償却費の調整額166百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

　　　　 （４）減損損失の調整額244百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

　　　　 （５）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額533百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産となります。

　　  ３  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト

計

　　無形固定資産の増加額

計

　　セグメント利益

　　セグメント資産

　　減損損失

　　有形固定資産及び
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（関連情報）

 　　 前連結会計年度(自 平成22年４月１日　至 平成23年３月31日)

　　1.製品及びサービスごとの情報

　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　　2.地域ごとの情報

　　　（1）売上高

　　　　　 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　　　（2）有形固定資産

　　　　　 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　　3.主要な顧客ごとの情報

　　　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 　　 当連結会計年度(自 平成23年４月１日　至 平成24年３月31日)

　　1.製品及びサービスごとの情報

　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　　2.地域ごとの情報

　　　（1）売上高

　　　　　 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　　　（2）有形固定資産

　　　　　 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　　3.主要な顧客ごとの情報

　　　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

 　　 前連結会計年度(自 平成22年４月１日　至 平成23年３月31日)

　　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 　　 当連結会計年度(自 平成23年４月１日　至 平成24年３月31日)

　　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

 　　 前連結会計年度(自 平成22年４月１日　至 平成23年３月31日)

　　　　該当事項はありません。

 　　 当連結会計年度(自 平成23年４月１日　至 平成24年３月31日)

　　　　該当事項はありません。

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

 　　 前連結会計年度(自 平成22年４月１日　至 平成23年３月31日)

　　　　該当事項はありません。

 　　 当連結会計年度(自 平成23年４月１日　至 平成24年３月31日)

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額 　１株当たり純資産額

　１株当たり当期純損失金額 　１株当たり当期純利益金額

 (注)　算定上の基礎

        1　１株当たり純資産額

　連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)

　普通株式に係る純資産額(百万円)

　差額の主な内訳(百万円)

　　少数株主持分 - -

　普通株式の発行済株式数(株)

　普通株式の自己株式数(株)

　１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)

        2　１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額

　連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）(百万円)

　普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）(百万円)

　普通株式に帰属しない金額(百万円)

　普通株式の期中平均株式数(株)

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

(開示の省略)

　リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、

　ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成22年 ４月１日 (自　平成23年 ４月１日

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

  至　平成23年３月31日)   至　平成24年３月31日)

89.72円 96.02円

18.39円 6.31円

　ついては、潜在株式が存在しないため、また、１株当たり 　ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当期純損失であるため記載しておりません。

6,966 7,454

6,966

項目
前連結会計年度末 当連結会計年度末

（平成23年３月31日） （平成24年３月31日）

7,454

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成22年 ４月1日 (自　平成23年 ４月1日

  至　平成23年３月31日)

77,780,000 77,780,000

△1,427 489

77,641,102 77,636,603

138,898 143,397

77,643,254 77,639,546

  至　平成24年３月31日)

△1,427 489

- -
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,149 980

受取手形 1,848 1,808

売掛金 3,661 3,446

完成工事未収入金 122 94

商品及び製品 1,057 1,099

原材料及び貯蔵品 8 5

未成工事支出金 36 105

前渡金 0 0

前払費用 119 118

未収入金 1,119 1,014

短期貸付金 2,684 2,835

その他 77 50

貸倒引当金 △24 △1

流動資産合計 11,862 11,558

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,785 1,611

減価償却累計額 △1,528 △1,221

建物（純額） 257 389

構築物 175 166

減価償却累計額 △159 △151

構築物（純額） 16 14

機械及び装置 1,961 1,897

減価償却累計額 △1,725 △1,711

機械及び装置（純額） 236 186

車両運搬具 6 6

減価償却累計額 △6 △6

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 316 311

減価償却累計額 △281 △279

工具、器具及び備品（純額） 35 31

土地 4,845 4,838

リース資産 38 67

減価償却累計額 △8 △18

リース資産（純額） 30 49

有形固定資産合計 5,421 5,510

無形固定資産   

ソフトウエア 241 81

その他 54 16

無形固定資産合計 296 98
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 347 344

関係会社株式 15,168 14,084

出資金 15 11

関係会社出資金 0 0

従業員に対する長期貸付金 59 45

関係会社長期貸付金 135 71

破産更生債権等 48 10

長期前払費用 0 0

その他 323 259

貸倒引当金 △58 △17

投資その他の資産合計 16,039 14,811

固定資産合計 21,757 20,419

資産合計 33,619 31,978

負債の部   

流動負債   

支払手形 783 830

買掛金 1,355 1,792

短期借入金 10,273 9,062

1年内返済予定の長期借入金 3,209 3,083

未払金 175 137

未払費用 616 669

未払法人税等 40 42

繰延税金負債 18 －

未成工事受入金 4 －

預り金 41 54

賞与引当金 － 49

完成工事補償引当金 0 0

設備関係支払手形 2 3

その他 131 77

流動負債合計 16,652 15,803

固定負債   

長期借入金 6,912 5,519

リース債務 25 36

繰延税金負債 21 19

再評価に係る繰延税金負債 447 359

退職給付引当金 1,637 1,849

役員退職慰労引当金 59 87

関係会社事業損失引当金 560 560

長期預り保証金 684 605

固定負債合計 10,348 9,037

負債合計 27,001 24,841
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,889 3,889

利益剰余金   

利益準備金 38 38

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,003 2,599

利益剰余金合計 2,042 2,638

自己株式 △15 △15

株主資本合計 5,916 6,512

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32 34

繰延ヘッジ損益 △25 △56

土地再評価差額金 694 646

評価・換算差額等合計 701 625

純資産合計 6,618 7,137

負債純資産合計 33,619 31,978
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 20,424 18,100

売上原価 14,033 12,041

売上総利益 6,391 6,058

販売費及び一般管理費 5,933 5,490

営業利益 458 568

営業外収益   

受取利息 47 52

受取配当金 14 24

その他 68 57

営業外収益合計 130 135

営業外費用   

支払利息 343 324

シンジケートローン手数料 84 86

コミットメントライン設定費用 75 75

その他 15 11

営業外費用合計 518 497

経常利益 70 205

特別利益   

固定資産売却益 336 56

関係会社株式売却益 － 115

投資有価証券売却益 17 －

抱合せ株式消滅差益 － 165

特別利益合計 353 337

特別損失   

固定資産除売却損 9 6

減損損失 349 208

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18 －

関係会社株式評価損 － 15

事業構造改革損失 1,400 100

会員権評価損 4 －

関係会社事業損失引当金繰入額 313 －

石綿健康障害補償金 75 50

災害による損失 1 23

特別損失合計 2,170 405

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,746 138

法人税、住民税及び事業税 △0 95

法人税等調整額 △92 △467

法人税等合計 △93 △371

当期純利益又は当期純損失（△） △1,653 510
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,889 3,889

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,889 3,889

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 38 38

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 38 38

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,516 2,003

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,653 510

土地再評価差額金の取崩 140 85

当期変動額合計 △1,512 596

当期末残高 2,003 2,599

利益剰余金合計   

当期首残高 3,555 2,042

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,653 510

土地再評価差額金の取崩 140 85

当期変動額合計 △1,512 596

当期末残高 2,042 2,638

自己株式   

当期首残高 △14 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △15 △15

株主資本合計   

当期首残高 7,429 5,916

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,653 510

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 140 85

当期変動額合計 △1,512 595

当期末残高 5,916 6,512

㈱エーアンドエーマテリアル（5391）平成24年３月期決算短信

32



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 59 32

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27 2

当期変動額合計 △27 2

当期末残高 32 34

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △84 △25

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 59 △30

当期変動額合計 59 △30

当期末残高 △25 △56

土地再評価差額金   

当期首残高 835 694

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 △48

当期変動額合計 △140 △48

当期末残高 694 646

評価・換算差額等合計   

当期首残高 810 701

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108 △76

当期変動額合計 △108 △76

当期末残高 701 625

純資産合計   

当期首残高 8,239 6,618

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,653 510

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 140 85

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108 △76

当期変動額合計 △1,621 519

当期末残高 6,618 7,137
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　（４）継続企業の前提に関する注記

　 　　該当事項はありません。

６．その他

　役員の異動（平成24年６月28日付）

　（１）代表取締役の異動

       取締役会長 重冨　光人　（現　代表取締役社長）

       代表取締役社長 中村　勇二　（現　代表取締役専務執行役員）

　（２）取締役の異動

     1)新任取締役候補者

　　　 取締役専務執行役員 巻野　徹　（現　顧問）

　　　 取締役執行役員 前田　正富　（現　執行役員）

　　　 取締役執行役員 遠藤　博文　（現　執行役員）

 　　2）退任予定取締役

　　　 取締役専務執行役員 松本　一朗

　　　 取締役常務執行役員 高吉　芳幸

　（３）監査役の異動

 　　1）新任監査役候補者

　　　 常勤監査役 奈良部　毅　（現　みずほ不動産調査サービス株式会社

　　　　　　　　　　　専務取締役）

 　　2）退任予定監査役

　　　 常勤監査役 原田　康八

以 上
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