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１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 ％

25年３月期第３四半期 20,707 0.1 253 △42.9 84 △70.6 △39 ―
24年３月期第３四半期 20,678 9.8 443 ― 286 ― 219 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 0百万円(△99.4％) 24年３月期第３四半期 175百万円(―％)

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

25年３月期第３四半期 △2. 86 ―
24年３月期第３四半期 15. 74 ―

（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 ％

25年３月期第３四半期 32,975 10,348 31.4
24年３月期 32,872 10,262 31.2

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 10,348百万円 24年３月期 10,262百万円

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

24年３月期 ― 0. 00 ― 5. 00 5. 00

25年３月期 ― 0. 00 ―

25年３月期(予想) 5. 00 5. 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、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 29,060 4.3 1,059 92.7 796 136.8 680 126.7 49. 05



  

   

   

 
  

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。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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。 

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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) 25年３月期３Ｑ 14,120,000株 24年３月期 14,120,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ ―株 24年３月期 237,434株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 13,906,741株 24年３月期３Ｑ 13,940,860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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな回復

傾向にあったものの、海外経済の減速懸念や長期化する円高などにより、個人消費を含めた国内景気の

先行きは依然として不透明な状況が続いております。しかし、12月の政権交代による大規模な景気対策

への期待感から、円安・株式市況の上昇傾向と景気回復に向けた兆しも見え始めました。 

住宅市場におきましては、住宅版エコポイント制度等の政策効果などにより、平成24年度第３四半期

連結累計期間における新設住宅着工戸数は683千戸（前年同四半期比6.5％増）となっております。 

石膏ボード業界におきましても、平成24年度第３四半期連結累計期間における製品出荷数量が366百

万㎡（前年同四半期比4.7％増）と推移しております。 

当グループにおきましては、石膏ボードを始めとする不燃建材の販売強化と、それに伴う生産量増加

による製造固定費の負担減少や、電力不足懸念に対応するため省電力対策を行うなど、動力費や燃料費

など変動費の削減に取組むなど、収益の確保に全力で努めております。 

この結果、当グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は207億７百万円（前年

同四半期比0.1％増）となりました。減価償却費の負担等により営業利益は２億53百万円（前年同四半

期比42.9％減）、支払利息等の計上などにより経常利益は84百万円（前年同四半期比70.6％減）、税金

費用の増加などにより四半期純損失は39百万円（前年同四半期は四半期純利益２億19百万円）となりま

した。 

当グループは、単一セグメントであり、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないためセ

グメント情報の記載を省略しております。 

  

資産合計は、329億75百万円（前連結会計年度末比１億２百万円増）となりました。 

流動資産の増加（前連結会計年度末比92百万円増）は、商品及び製品の増加（前連結会計年度末比１

億57百万円増）、受取手形及び売掛金の減少（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。 

固定資産の増加（前連結会計年度末比11百万円増）は、市場価格の上昇に伴う投資有価証券の増加

（前連結会計年度末比89百万円増）が主な要因であります。 

  

負債合計は、226億26百万円（前連結会計年度末比16百万円増）となりました。 

流動負債の増加（前連結会計年度末比１億85百万円増）は、短期借入金の増加（前連結会計年度末比

３億23百万円増）、賞与引当金の減少（前連結会計年度末比１億４百万円減）、支払手形及び買掛金の

減少（前連結会計年度末比35百万円減）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１億68百万円減）は、長期借入金の減少（前連結会計年度末比

４億36百万円減）、社債の増加（前連結会計年度末比１億90百万円増）、退職給付引当金の増加（前連

結会計年度末比55百万円増）が主な要因であります。 

  

純資産合計は、103億48百万円（前連結会計年度末比85百万円増）となりました。 

これは、自己株式の処分による増加（前連結会計年度末比１億54百万円増）、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１億９百万円減）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

 ① 財政状態の分析

（資産）

（負債）

（純資産）
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平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月18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(注記事項)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

チヨダウーテ㈱（5387）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 3 -



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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,598,347 1,545,731

受取手形及び売掛金 5,543,023 5,436,579

商品及び製品 1,066,706 1,224,297

仕掛品 81,570 95,680

原材料及び貯蔵品 1,032,293 1,034,328

その他 824,784 908,956

貸倒引当金 △58,000 △64,246

流動資産合計 10,088,726 10,181,327

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,067,996 4,905,721

機械装置及び運搬具（純額） 4,918,656 4,702,107

土地 9,545,878 9,545,878

その他（純額） 483,374 553,951

有形固定資産合計 20,015,906 19,707,659

無形固定資産 234,390 265,901

投資その他の資産   

投資有価証券 858,575 947,636

その他 1,690,426 1,888,180

貸倒引当金 △29,319 △28,317

投資その他の資産合計 2,519,682 2,807,498

固定資産合計 22,769,979 22,781,059

繰延資産 13,635 12,742

資産合計 32,872,341 32,975,129
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,420,006 4,384,192

短期借入金 8,771,444 9,094,491

未払法人税等 70,899 57,709

賞与引当金 221,083 116,250

その他 2,708,907 2,725,427

流動負債合計 16,192,340 16,378,071

固定負債   

社債 1,390,000 1,580,000

長期借入金 3,068,907 2,632,343

退職給付引当金 939,011 994,538

役員退職慰労引当金 127,760 137,142

資産除去債務 119,360 121,690

負ののれん 12,911 11,925

その他 759,514 770,986

固定負債合計 6,417,464 6,248,627

負債合計 22,609,805 22,626,699

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 4,547,585

利益剰余金 2,117,635 2,008,415

自己株式 △124,947 －

株主資本合計 10,254,088 10,299,200

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,447 49,230

その他の包括利益累計額合計 8,447 49,230

純資産合計 10,262,536 10,348,430

負債純資産合計 32,872,341 32,975,129

チヨダウーテ㈱（5387）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 5 -



（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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 20,678,419 20,707,999

売上原価 13,531,543 13,429,687

売上総利益 7,146,876 7,278,312

販売費及び一般管理費 6,702,987 7,024,879

営業利益 443,888 253,432

営業外収益   

受取利息 7,418 8,139

受取配当金 23,738 18,530

受取賃貸料 28,112 35,363

その他 66,053 44,736

営業外収益合計 125,322 106,770

営業外費用   

支払利息 124,893 119,127

減価償却費 73,998 73,179

その他 83,327 83,402

営業外費用合計 282,219 275,709

経常利益 286,992 84,493

特別利益   

固定資産売却益 1,458 2,583

投資有価証券売却益 － 24

特別利益合計 1,458 2,607

特別損失   

固定資産売却損 320 1,355

固定資産除却損 4,986 1,523

投資有価証券評価損 2,200 －

特別損失合計 7,506 2,879

税金等調整前四半期純利益 280,943 84,222

法人税等 61,478 124,030

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（△）

219,465 △39,807

四半期純利益又は四半期純損失（△） 219,465 △39,807
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

219,465 △39,807

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44,242 40,782

その他の包括利益合計 △44,242 40,782

四半期包括利益 175,223 974

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 175,223 974
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当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

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３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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）セグメント情報等

（５）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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