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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第1四半期 4,128 7.4 349 322.9 388 155.7 264 250.4
25年3月期第1四半期 3,846 12.6 82 ― 151 ― 75 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 389百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △2百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 11.32 ―
25年3月期第1四半期 3.23 ―

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

26年3月期第1四半期 22,897 10,105 41.6 407.98
25年3月期 22,747 9,809 40.9 398.52
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  9,520百万円 25年3月期  9,299百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

25年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 4.00 4.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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) 9,500 15.4 730 96.8 770 91.6 450 92.3 19.28
通期 18,800 8.7 1,490 45.8 1,480 46.5 860 51.4 36.85



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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ます。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。 

※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資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今
後さまざまな要因によって大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は添付資料２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績
予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 24,150,000 株 25年3月期 24,150,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 815,417 株 25年3月期 814,735 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 23,335,057 株 25年3月期1Q 23,337,491 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和政策により円安・株高が進行、各種経済対策への期

待感もあり景気回復の兆しが見え始めたものの、電力料金の値上げ・円安による輸入価格の上昇等、企業収益への

圧迫懸念もあり、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。建築材料業界におきましては、新設

住宅着工戸数に緩やかながら改善の動きがあるものの、設備投資は弱含みで推移、企業間競争の激化もあり、予断

を許さない経営環境が続いております。 

 このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間の売上高は41億28百万円（前年同期比7.4％増加）となりま

した。品種別の売上高については、押出成形セメント製品関連では、主力の押出成形セメント板「アスロック」は

24億78百万円（前年同期比10.6％増加）、住宅用軽量外壁材は６億45百万円（前年同期比41.0％増加）となり、押

出成形セメント製品関連合計では31億24百万円（前年同期比15.8％増加）に、スレート関連は２億73百万円（前年

同期比1.6％増加）、耐火被覆等は２億14百万円（前年同期比18.1％減少）となりました。 

 利益面につきましては、主力である押出成形セメント製品が伸長したことに加え、生産性の向上及びコスト削減

に努めました結果、営業利益は３億49百万円（前年同期比322.9％増加）、経常利益は３億88百万円（前年同期比

155.7％増加）、四半期純利益は２億64百万円（前年同期比250.4％増加）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金

が２億10百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が２億92百万円増加、未成工事支出金が２億33百万円増加し

たこと等により81億97百万円（前連結会計年度末と比較して１億19百万円増加）となりました。固定資産の残高

は、前連結会計年度末に比べ有形固定資産が60百万円増加したこと等から、147億円（前連結会計年度末と比較し

て30百万円増加）となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ１億49百万円増加し228億97百万

円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が89百万

円増加したものの、未払法人税等が２億79百万円減少したこと等から、53億63百万円（前連結会計年度末と比較し

て15百万円減少）となりました。固定負債の残高は、長期借入金が前連結会計年度末に比べ１億45百万円減少した

こと等から、74億28百万円（前連結会計年度末と比較して１億30百万円減少）となりました。この結果、負債の合

計額は、前連結会計年度末に比べ１億46百万円減少し127億92百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、利益剰余金が１億70百万円増加したこと等から、101億

５百万円（前連結会計年度末と比較して２億96百万円増加）となりました。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、本日（平成25年８月９日）公表の「平成26年３月期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。     

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。     

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算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
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,131,079 2,921,065

受取手形及び売掛金 3,393,187 3,685,772

商品及び製品 404,730 470,500

原材料及び貯蔵品 119,449 110,072

未成工事支出金 77,161 311,155

その他 989,502 735,594

貸倒引当金 △36,674 △36,566

流動資産合計 8,078,435 8,197,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,345,602 2,319,524

機械装置及び運搬具（純額） 1,870,677 1,966,744

土地 7,284,080 7,284,080

建設仮勘定 32,063 31,717

その他（純額） 291,676 282,775

有形固定資産合計 11,824,099 11,884,842

無形固定資産 13,842 13,305

投資その他の資産   

投資有価証券 1,855,907 1,836,400

その他 1,036,162 1,026,283

貸倒引当金 △60,572 △60,572

投資その他の資産合計 2,831,497 2,802,110

固定資産合計 14,669,439 14,700,258

資産合計 22,747,875 22,897,852
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,337,634 2,427,405

短期借入金 1,700,000 1,685,000

未払法人税等 373,080 93,649

賞与引当金 231,000 115,500

その他 738,209 1,042,442

流動負債合計 5,379,924 5,363,998

固定負債   

長期借入金 3,500,000 3,355,000

再評価に係る繰延税金負債 1,995,317 1,995,317

退職給付引当金 1,484,074 1,529,639

資産除去債務 13,290 13,320

その他 566,174 535,457

固定負債合計 7,558,856 7,428,735

負債合計 12,938,781 12,792,734

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,449,000 2,449,000

資本剰余金 1,470,572 1,470,572

利益剰余金 1,652,777 1,823,616

自己株式 △47,028 △47,234

株主資本合計 5,525,321 5,695,954

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 302,774 297,901

土地再評価差額金 3,422,930 3,422,930

為替換算調整勘定 48,521 103,335

その他の包括利益累計額合計 3,774,226 3,824,167

少数株主持分 509,546 584,995

純資産合計 9,809,093 10,105,118

負債純資産合計 22,747,875 22,897,852
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,846,061 4,128,766

売上原価 2,787,835 2,815,781

売上総利益 1,058,225 1,312,985

販売費及び一般管理費 975,511 963,183

営業利益 82,713 349,801

営業外収益   

受取利息 135 136

受取配当金 19,763 18,961

為替差益 － 49,585

貸倒引当金戻入額 3,510 107

その他 95,336 8,162

営業外収益合計 118,746 76,954

営業外費用   

支払利息 18,746 18,664

その他 30,855 19,722

営業外費用合計 49,601 38,386

経常利益 151,858 388,369

特別利益   

投資有価証券売却益 － 53,251

特別利益合計 － 53,251

特別損失   

固定資産除却損 10,822 5,743

投資有価証券評価損 4,518 －

特別損失合計 15,341 5,743

税金等調整前四半期純利益 136,517 435,876

法人税、住民税及び事業税 21,101 81,091

法人税等調整額 53,561 66,047

法人税等合計 74,662 147,138

少数株主損益調整前四半期純利益 61,854 288,738

少数株主利益又は少数株主損失（△） △13,548 24,557

四半期純利益 75,402 264,180
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 61,854 288,738

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △124,278 △4,872

為替換算調整勘定 59,834 105,705

その他の包括利益合計 △64,444 100,833

四半期包括利益 △2,590 389,571

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,543 314,122

少数株主に係る四半期包括利益 14,953 75,449
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

株式会社ノザワ(5237)　平成26年３月期　第１四半期決算短信

-7-



   

（１）生産、受注及び販売の状況  

① 生産の状況 

当第１四半期連結累計期間における単一の報告セグメントである建築材料関連事業の品種別生産実績は次のとおり
です。なお、その他の事業の生産はありません。  
  

(注) 1 金額は製造価格によります。 
   2 上記の金額には消費税等は含まれていません。 

  

② 受注の状況 

当第１四半期連結累計期間における単一の報告セグメントである建築材料関連事業のうち、工事の受注状況は次の
とおりです。なお、製商品については受注生産によらず、主として見込み生産を行っております。 

また、その他の事業の受注はありません。 
  

(注)  上記の金額には消費税等は含まれていません。 
  

③ 販売の状況 

当第１四半期連結累計期間における単一の報告セグメントである建築材料関連事業の品種別販売実績は次のとおり
です。 

  

なお、その他の事業の販売実績は、当第１四半期連結累計期間12,362千円であり、前年同期比2,000千円の増加となっ
ております。 

  

(注) 1 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は上記のとおりです。 
        2 上記の金額には消費税等は含まれていません。    

４.補足情報

期 別 

  

 区 分 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

増 減 (自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日 

 至 平成24年６月30日)  至 平成25年６月30日) 

 押出成形セメント製品  1,743,915 千円  2,118,752 千円  374,836 千円 

 スレート関連  159,661    178,198    18,536   

 その他  24,683    23,663    △1,020   

合計  1,928,261    2,320,614    392,352   

期 別 前第１四半期連結累計期間当第１四半期連結累計期間

増 減   (自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日 

   至 平成24年６月30日)  至 平成25年６月30日)

 区 分 受注高 受注残高 受注高  受注残高 受注高  受注残高 

  千円  千円  千円  千円  千円  千円  

 押出成形セメント製品工事  392,716  655,248  351,143  875,760  △41,572  220,512

 スレート工事  15,511  11,975  9,680  16,350  △5,831  4,375

 耐火被覆等工事  307,409  348,186  419,536  497,981  112,126  149,794

 その他工事  103,480  390,913  208,717  386,980  105,237  △3,933

合計  819,117  1,406,323  989,078  1,777,072  169,960  370,748

期 別 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

増 減   （自 平成24年４月１日 （自 平成25年４月１日 

区 分    至 平成24年６月30日)   至 平成25年６月30日) 

建築材料関連事業 千円 千円 千円

押出成形セメント製品関連               2,698,050                 3,124,159              426,108

(内、アスロック)                (2,240,085)                (2,478,395)              (238,310)

(内、住宅用軽量外壁材)             (457,965)                 (645,763)              (187,798)

スレート関連                268,766                   273,088               4,322

耐火被覆等                 261,657                  214,170     △47,486

その他               607,223                  504,983             △102,239

計               3,835,698                4,116,403             280,705

相手先 

前第１四半期連結累計期間  当第１四半期連結累計期間  
増 減 (自 平成24年４月１日  (自 平成25年４月１日  

 至 平成24年６月30日)   至 平成25年６月30日)  

金 額 割合  金 額  割合 金 額 

 積水ハウス㈱   997,125 千円  25.9 ％  1,258,079 千円  30.5 ％  260,954 千円 

 伊藤忠建材㈱  415,723  10.8    439,059    10.6    23,336   
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