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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30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 ％

24年３月期第２四半期 13,332 9.4 123 ― 30 ― 5 ―
23年３月期第２四半期 12,182 0.7 △670 ― △801 ― △926 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 △25百万円( ― ％) 23年３月期第２四半期 △980百万円( ― ％)

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 0. 37 ―
23年３月期第２四半期 △65. 72 ―

（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 ％

24年３月期第２四半期 32,617 9,987 30.6
23年３月期 32,706 10,162 31.1

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 9,987百万円 23年３月期 10,162百万円

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

23年３月期 ― 0. 00 ― 3. 00 3. 00

24年３月期 ― 0. 00

24年３月期(予想) ― 5. 00 5. 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、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 27,901 8.7 905 ― 628 ― 578 ― 41. 00



  

 
  

 

 
  

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、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。 

４．その他

（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) 24年３月期２Ｑ 14,120,000株 23年３月期 14,120,000株

②  期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 237,434株 23年３月期 17,834株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 13,964,166株 23年３月期２Ｑ 14,102,166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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受けたサプライチェーンの

復旧に伴い、企業の生産活動や個人消費は持ち直しの傾向が見られるものの、欧米諸国における財政問

題等を原因とする円高傾向の継続などにより、先行き不透明な状況が続くものと考えられます。 

住宅市場におきましては、平成23年度第２四半期における新設住宅着工戸数は432千戸（前年同四半

期比6.1％増）と推移しております。 

石膏ボード業界におきましては、東日本大震災の被災地に対する仮設住宅への供給および、サプライ

チェーンの復旧による建築資材の供給回復に伴う持ち直しなどにより、製品出荷数量が221百万㎡（前

年同四半期比5.9％増）となっております。 

当グループにおきましては、昨年より進めてまいりました販売価格の修正が浸透しつつあり、また、

費用面では製品加工の集約化・効率化・内製化等による変動費の圧縮に継続して取組むなど、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２四半期連結累計期間における業績は、売上高は133億32百万円（前年

同四半期比9.4％増）となりました。メンテナンス費用、減価償却費の負担等により営業利益は１億23

百万円（前年同四半期は営業損失６億70百万円）、支払利息等の計上などにより経常利益は30百万円

（前年同四半期は経常損失８億１百万円）、四半期純利益は５百万円（前年同四半期は四半期純損失９

億26百万円）となりました。 

  

資産合計は、326億17百万円（前連結会計年度末比89百万円減）となりました。 

流動資産の減少（前連結会計年度末比40百万円減）は、現金及び預金の減少（前連結会計年度末比48

百万円減）が主な要因であります。 

固定資産の減少（前連結会計年度末比44百万円減）は、建物及び構築物の減少（前連結会計年度末比

１億29百万円減）、機械装置及び運搬具の増加（前連結会計年度末比24百万円増）、投資有価証券の増

加（前連結会計年度末比49百万円増）が主な要因であります。 

  

負債合計は、226億29百万円（前連結会計年度末比85百万円増）となりました。 

流動負債の増加（前連結会計年度末比５億17百万円増）は、短期借入金の増加（前連結会計年度末比

８億30百万円増）、支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比99百万円減）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４億31百万円減）は、社債の減少（前連結会計年度末比１億５

百万円減）、長期借入金の減少（前連結会計年度末比３億17百万円減）が主な要因であります。 

  

純資産合計は、99億87百万円（前連結会計年度末比１億74百万円減）となりました。 

これは、自己株式の取得による減少（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。

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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当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、14億７百万円と前連結会計年

度末に比べ60百万円の減少となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のと

おりであります。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権の増加額（２億35百万円）、仕入債務

の減少額（99百万円）等の資金支出がありましたものの、減価償却費（７億25百万円）等の資金収入に

より、２億89百万円（前年同四半期は１億23百万円の支出）の収入となりました。 

  

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社におけるジプスター生産設備の改造等によ

る有形固定資産の取得による支出（５億75百万円）、投資有価証券の取得による支出（96百万円）等に

より、８億20百万円（前年同四半期は６億53百万円）の支出となりました。 

  

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の返済による支出（７億49百万円）

等の資金支出がありましたものの、短期借入れによる収入（９億62百万円）、長期借入れによる収入

（３億円）等の資金収入により、４億71百万円（前年同四半期は５億81百万円）の収入となりました。

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月17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。 

 ② キャッシュ・フローの状況の分析

（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）

（３）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）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
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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 1,510,325 1,462,135

受取手形及び売掛金 5,011,376 5,244,713

商品及び製品 1,018,872 976,481

仕掛品 106,443 90,526

原材料及び貯蔵品 1,002,718 1,001,767

その他 1,070,676 892,280

貸倒引当金 △61,461 △49,854

流動資産合計 9,658,951 9,618,049

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,231,175 5,101,957

機械装置及び運搬具（純額） 5,140,616 5,165,012

土地 9,425,771 9,425,771

その他（純額） 583,994 534,228

有形固定資産合計 20,381,557 20,226,969

無形固定資産 113,071 159,733

投資その他の資産

投資有価証券 925,386 974,991

その他 1,633,263 1,648,228

貸倒引当金 △26,439 △27,943

投資その他の資産合計 2,532,210 2,595,276

固定資産合計 23,026,839 22,981,979

繰延資産 20,335 16,985

資産合計 32,706,126 32,617,014
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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 3,635,308 3,535,751

短期借入金 10,586,431 11,416,444

未払法人税等 70,142 43,355

賞与引当金 216,607 187,264

その他 2,329,807 2,173,200

流動負債合計 16,838,297 17,356,015

固定負債

社債 1,600,000 1,495,000

長期借入金 2,211,903 1,894,705

退職給付引当金 886,816 876,929

役員退職慰労引当金 115,580 121,670

資産除去債務 116,870 118,115

負ののれん 14,225 13,568

その他 760,037 753,541

固定負債合計 5,705,434 5,273,529

負債合計 22,543,731 22,629,544

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 4,518,200

利益剰余金 1,883,806 1,846,728

自己株式 △18,231 △124,947

株主資本合計 10,126,975 9,983,181

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,419 4,287

その他の包括利益累計額合計 35,419 4,287

純資産合計 10,162,395 9,987,469

負債純資産合計 32,706,126 32,617,014
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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：千円)

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 12,182,856 13,332,989

売上原価 8,620,194 8,833,275

売上総利益 3,562,661 4,499,714

販売費及び一般管理費 4,233,605 4,375,962

営業利益又は営業損失（△） △670,944 123,751

営業外収益

受取利息 3,889 5,235

受取配当金 13,968 17,870

受取賃貸料 14,004 18,066

その他 27,255 54,379

営業外収益合計 59,118 95,551

営業外費用

支払利息 88,531 83,421

減価償却費 49,338 49,332

その他 51,591 56,179

営業外費用合計 189,460 188,932

経常利益又は経常損失（△） △801,285 30,370

特別利益

固定資産売却益 － 1,258

貸倒引当金戻入額 5,047 －

特別利益合計 5,047 1,258

特別損失

固定資産売却損 73 320

固定資産除却損 8,032 1,214

投資有価証券評価損 10,814 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 76,221 －

その他 2 －

特別損失合計 95,143 1,534

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（△）

△891,382 30,094

法人税等 35,466 24,866

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（△）

△926,849 5,228

四半期純利益又は四半期純損失（△） △926,849 5,228
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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：千円)

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（△）

△926,849 5,228

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △53,523 △31,131

その他の包括利益合計 △53,523 △31,131

四半期包括利益 △980,372 △25,903

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △980,372 △25,903
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

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（△）

△891,382 30,094

減価償却費 704,837 725,104

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,928 △10,102

賞与引当金の増減額（△は減少） △430 △29,343

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50,397 △9,887

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,435 6,089

受取利息及び受取配当金 △17,858 △23,106

支払利息 88,531 83,421

固定資産除売却損益（△は益） 8,106 276

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 76,221 －

売上債権の増減額（△は増加） 195,395 △235,342

たな卸資産の増減額（△は増加） 143,202 59,259

仕入債務の増減額（△は減少） △229,040 △99,556

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 10,816 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,367 18,950

その他の資産の増減額（△は増加） △53,081 △12,438

その他の負債の増減額（△は減少） △37,868 △117,660

小計 △10,013 385,759

利息及び配当金の受取額 16,858 22,782

利息の支払額 △88,339 △81,637

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △41,827 △37,594

営業活動によるキャッシュ・フロー △123,322 289,310

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 △205,091 △12,000

定期預金の払戻による収入 5,089 －

有形固定資産の取得による支出 △410,364 △575,748

有形固定資産の売却による収入 20 1,449

投資有価証券の取得による支出 △28,524 △96,676

投資有価証券の売却による収入 1,792 442

子会社株式の取得による支出 △5,000 △5,000

貸付けによる支出 △40,330 △34,745

貸付金の回収による収入 28,800 68,747

その他 － △167,407

投資活動によるキャッシュ・フロー △653,609 △820,937
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(単位：千円)

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） 1,498,093 962,812

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △720,084 △749,998

社債の償還による支出 △105,000 △105,000

自己株式の取得による支出 － △106,716

セールアンドリースバックによる収入 － 259,271

配当金の支払額 △70,410 △42,385

その他 △21,212 △46,547

財務活動によるキャッシュ・フロー 581,387 471,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △195,544 △60,190

現金及び現金同等物の期首残高 1,570,848 1,467,325

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,375,303 1,407,135
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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） 

該当事項はありません。 

  

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 

第１四半期連結会計期間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。 

  

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） 

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）追加情報

（６）セグメント情報等

（７）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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