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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 4,225 21.2 111 ― 119 ― 57 ―

23年3月期第1四半期 3,486 ― △14 ― △7 ― △23 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 33百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △63百万円 （―％）

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1四半期 5.53 ―

23年3月期第1四半期 △2.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 12,782 7,000 54.8
23年3月期 13,715 7,029 51.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,999百万円 23年3月期  7,028百万円

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

23年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 4.00 ― 5.00 9.00

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、第２四半期(累計)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  ：  無  
 

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) 8,445 10.7 192 11.2 207 14.1 112 190.5 10.74
通期 17,300 3.9 510 0.6 530 0.9 216 3.0 20.68



(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  ：  有  

(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、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
四半期連結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P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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1Q 10,716,954 株 23年3月期 10,716,954 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 232,195 株 23年3月期 231,995 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,484,985 株 23年3月期1Q 10,486,430 株
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当第1四半期連結累計期間(平成23年４月１日～６月30日)におけるわが国経済において、平成23年３

月11日に発生した東日本大震災による東北を中心とした地震、津波及びその後の余震による被害と原子

力発電所事故による電力不足及び放射能による影響は、製造業、非製造業共に国内企業の生産や輸出に

大幅なダメージを与えました。また、震災に伴う消費者心理にも消費自粛、風評被害等悪影響を及ぼし

景気の現状は依然として厳しい状況がつづいております。 

このような状況の中、当社グループは安全、品質、環境を 優先に掲げた販売体制を整え高付加価値

商品の拡販を押し進めると共に需要拡大が望まれる改装市場への取り組みを強化し、「下地から仕上げ

まで」を販売戦略の要として新規顧客の獲得に向けて積極的な営業活動を展開しました。 

その結果、当第1四半期連結累計期間における連結業績として、売上高は42億25百万円と前年同四半

期と比べて７億38百万円の増収を計上することができました。  

 利益面におきましては、営業利益は１億11百万円と前年同四半期と比べ１億26百万円の増益、経常利

益は１億19百万円と前年同四半期と比べ１億27百万円の増益、四半期純利益は57百万円と前年同四半期

と比べ80百万円の増益となりました。  

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(材売・工事) 

材売・工事においては、東日本大震災の被災地域の一日も早い復興に貢献できる様、商品の安定供給

に全力を注ぐと共に、ワンストップキャンペーンを通して、住宅・建築関連業者の更なる活性化に向け

て、下地から仕上塗材まで完備をいたしました結果、材売・工事の売上高は40億41百万円と前年同四半

期と比べて７億41百万円の増収となり、セグメント利益(営業利益)は１億37百万円と前年同四半期と比

べ１億65百万円の増益となりました。 

  

(セラミック) 

セラミックにおいては、 電機、電子部品業界からの受注は堅調に推移しましたが、 震災の影響によ

り一部主要顧客で受注が減少しました、さらに前期設備投資による経費等が増加した結果、セラミック

の売上高は１億83百万円と前年同四半期と比べて２百万円の減収となり、セグメント利益（営業利益）

は △25百万円と前年同四半期と比べ38百万円の減益となりました。 

  

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
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(資産) 

当第1四半期連結会計期間末における資産の残高は127億82百万円(前連結会計年度末比９億33百円

減)となりました。 

これは主として現金及び預金が６億85百万円減少、受取手形及び売掛金が３億87百万円減少したこ

とによるものであります。 

  

(負債) 

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は57億81百万円(前連結会計年度末比９億４百万

円減)となりました。 

これは主として支払手形及び買掛金が３億51百万円減少、未払費用が３億11百万円減少、未払法人

税等が２億44百万円減少したことによるものであります。 

  

(純資産) 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は70億円(前連結会計年度末比29百万円減)とな

りました。 

これは主としてその他有価証券評価差額金が24百万円減少したことによるものであります。 

  

わが国経済は、東日本大震災による社会的インフラへの直接的被害のみならず、福島原発事故の影響

による日本全土における電力供給不安や風評被害などにより先行きは不透明な状況となっております。

当社グループにおきましては、引き続き、全社を挙げてコストダウンをさらに進め、生産性向上や高

付加価値商品の拡販に取り組んでまいります。 

業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期ともに平成23年５月13日に発表いたしまし

た業績予想と変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

２．サマリー情報(その他)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

項目
当第１四半期連結会計期間 

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

税金費用の計算  当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見

積実効税率を乗じて計算しております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

 (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

 当第1四半期連結会計期間の期首以降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。
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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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,761,102 2,075,913

受取手形及び売掛金 4,969,223 4,581,844

商品及び製品 437,264 524,542

仕掛品 160,439 269,610

原材料及び貯蔵品 256,793 280,213

繰延税金資産 157,920 157,920

その他 212,659 178,994

貸倒引当金 △14,286 △12,508

流動資産合計 8,941,117 8,056,531

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 763,392 784,793

機械装置及び運搬具（純額） 171,417 162,201

土地 1,497,931 1,497,931

リース資産（純額） 246,098 235,549

その他（純額） 54,856 38,172

有形固定資産合計 2,733,695 2,718,649

無形固定資産

のれん 45,711 42,854

その他 54,926 50,547

無形固定資産合計 100,638 93,402

投資その他の資産

投資有価証券 863,473 827,857

繰延税金資産 291,071 303,097

長期預金 610,000 610,000

その他 175,836 178,998

貸倒引当金 △10 △6,053

投資その他の資産合計 1,940,371 1,913,899

固定資産合計 4,774,705 4,725,950

資産合計 13,715,822 12,782,482
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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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,571,883 2,220,115

短期借入金 1,400,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 21,664 88,667

1年内償還予定の社債 228,800 214,400

リース債務 31,181 38,498

未払法人税等 308,498 64,363

その他 909,867 622,820

流動負債合計 5,471,894 4,698,864

固定負債

社債 171,200 171,200

長期借入金 192,145 118,242

退職給付引当金 494,637 488,061

役員退職慰労引当金 236,130 160,522

その他 120,105 144,889

固定負債合計 1,214,217 1,082,914

負債合計 6,686,111 5,781,779

純資産の部

株主資本

資本金 1,394,100 1,394,100

資本剰余金 1,092,160 1,092,160

利益剰余金 4,674,340 4,669,407

自己株式 △117,132 △117,221

株主資本合計 7,043,467 7,038,446

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △14,775 △39,027

その他の包括利益累計額合計 △14,775 △39,027

少数株主持分 1,018 1,284

純資産合計 7,029,710 7,000,702

負債純資産合計 13,715,822 12,782,482
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 3,486,565 4,225,488

売上原価 2,558,899 3,116,056

売上総利益 927,666 1,109,432

販売費及び一般管理費 942,539 997,764

営業利益又は営業損失（△） △14,872 111,667

営業外収益

受取利息 1,075 1,724

受取配当金 6,723 7,162

仕入割引 408 2,493

受取ロイヤリティー 1,803 －

その他 5,479 5,517

営業外収益合計 15,490 16,898

営業外費用

支払利息 5,159 4,410

減価償却費 639 2,185

売上割引 1,924 1,734

その他 594 595

営業外費用合計 8,318 8,926

経常利益又は経常損失（△） △7,700 119,639

特別利益

投資有価証券売却益 1,660 －

貸倒引当金戻入額 3,518 －

特別利益合計 5,179 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,162 －

固定資産除却損 － 1

会員権評価損 － 1,555

特別損失合計 14,162 1,557

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（△）

△16,683 118,082

法人税等 6,320 59,902

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（△）

△23,004 58,180

少数株主利益 － 203

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,004 57,977
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６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（△）

△23,004 58,180

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40,636 △24,190

その他の包括利益合計 △40,636 △24,190

四半期包括利益 △63,640 33,990

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △63,640 33,724

少数株主に係る四半期包括利益 － 265
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) 報告セグメントの利益又は損失(△)の金額の合計額と四半期連結損益計算書の営業損失の金額は一致しておりま

す。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) 報告セグメントの利益又は損失(△)の金額の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益の金額は一致しておりま

す。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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

(単位：千円)

報告セグメント

合計

材売・工事 セラミック 計

売上高

  外部顧客への売上高 3,300,376 186,189 3,486,565 3,486,565

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 3,300,376 186,189 3,486,565 3,486,565

セグメント利益又は損失(△) △28,299 13,426 △14,872 △14,872

(単位：千円)

報告セグメント

合計

材売・工事 セラミック 計

売上高

  外部顧客への売上高 4,041,734 183,754 4,225,488 4,225,488

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 4,041,734 183,754 4,225,488 4,225,488

セグメント利益又は損失(△) 137,020 △25,353 111,667 111,667
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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