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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）
（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 27,856 8.5 549 ― 336 ― 300 ―

23年３月期 25,680 1.3 △768 ― △1,018 ― △1,332 ―

(注) 包括利益 24年３月期 266百万円(―％) 23年３月期 △1,364百万円(―％)

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 21. 57 ― 2.9 1.0 2.0

23年３月期 △94. 48 ― △12.2 △3.1 △3.0

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ―百万円 23年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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 32,872 10,262 31.2 739. 24

23年３月期 32,706 10,162 31.1 720. 63

(参考) 自己資本 24年３月期 10,262百万円 23年３月期 10,162百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

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 2,434 △1,205 △1,180 1,533

23年３月期 586 △1,082 270 1,467

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 ― 3. 00 3. 00 42 ― 0.4

24年３月期 ― 0. 00 ― 5. 00 5. 00 69 23.2 0.7

25年３月期(予想) ― 0. 00 ― 5. 00 5. 00 10.2

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) 13,873 4.1 310 150.8 181 497.1 142 － 10. 30

通  期 29,060 4.3 1,059 92.7 796 136.8 680 126.7 49. 05



  

 
    （注）詳細は、添付資料５ページ「企業集団の状況」及び15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

  

 
  

 
  

    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、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

  

    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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

※  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) ： 有

    新規１社 (社名)チヨダメタルスタッド関西株式会社

（２）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

（３）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 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 237,434株 23年３月期 17,834株

③  期中平均株式数 24年３月期 13,926,366株 23年３月期 14,102,166株

※  監査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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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により急速に落ち込みましたが、サプラ

イチェーンの復旧に伴い、緩やかながら持ち直しの動きがみられました。しかしながら、欧米諸国にお

ける財政問題等による円高や海外経済減速の影響により、国内景気の先行き不透明な状況が続いており

ます。 

  住宅市場におきましては、住宅版エコポイント制度終了前の駆け込み需要とその反動による落ち込

み、同制度再導入の影響から平成23年度における新設住宅着工戸数は841千戸（前年度比2.7％増）と低

水準ながら２年連続で増加しております。 

  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、及びサプライチ

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堅調な製品出荷が続いており、平成

23年度における製品出荷数量が473百万㎡（前年度比5.0％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概ね浸透し、また、コス

ト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

に全力で努めてまいりました。しかしながら、一部の連結子会社において、近年の建築需要が低迷する

中、販売価格の下落や製造固定費の負担が増加しております。 

  また、当連結会計年度において、重要性が増加した鋼製下地材を取扱っているチヨダメタルスタッド

関西㈱を連結の範囲に含めております。 

  この結果、当グループにおける業績は、売上高は278億56百万円（前年同期比8.5％増）となりまし

た。減価償却費の負担や一部の連結子会社における生産数量の低迷等により営業利益は５億49百万円

（前年同期は営業損失７億68百万円）、支払利息の計上などにより経常利益は３億36百万円（前年同期

は経常損失10億18百万円）、投資有価証券売却益の計上があったものの、岡山工場等の減損損失の計上

などにより、当期純利益は３億円（前年同期は当期純損失13億32百万円）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。 

  また、事業部門等の区分による記載は「石膏ボード」と「その他」の区分により記載しており、業務

区分については記載が困難なため記載を省略しております。 

  

② 次期の見通し 

わが国の経済は、世界経済の不透明感が継続されるものの、東日本大震災の影響による復興需要の本

格化に伴い、国内需要が増加することにより国内景気は緩やかに回復すると見込まれます。 

  住宅市場におきましては、住宅版エコポイント制度やフラット35Ｓの優遇金利継続等により堅調な推

移が見込まれます。 

  当グループにおきましては、グループとしての営業力を高め、引き続きコスト削減を図るなど、収益

の確保に努めます。 

  通期につきましては、売上高は290億60百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益は10億59百万円（前

年同期比92.7％増）、経常利益は７億96百万円（前年同期比136.8％増）、当期純利益は６億80百万円

（前年同期比126.7％増）を見込んでおります。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

資産合計は、328億72百万円（前年同期比１億66百万円増）となりました。 

流動資産の増加（前年同期比４億29百万円増）は、受取手形及び売掛金の増加（前年同期比５億31百

万円増）が主な要因となっております。 

固定資産の減少（前年同期比２億56百万円減）は、機械装置び運搬具の減少（前年同期比２億21百万

円減）、建物及び構築物の減少（前年同期比１億63百万円減）、土地の増加（前年同期比１億20百万円

増）が主な要因であります。 
  

（負債） 

負債合計は、226億９百万円（前年同期比66百万円増）となりました。 

流動負債の減少（前年同期比６億45百万円減）は、短期借入金の減少（前年同期比20億17百万円

減）、支払手形及び買掛金の増加（前年同期比７億84百万円増）、未払金の増加（前年同期比３億65百

万円増）が主な要因であります。 

固定負債の増加（前年同期比７億12百万円増）は、長期借入金の増加（前年同期比８億57百万円

増）、社債の減少（前年同期比２億10百万円減）が主な要因であります。 
  

（純資産） 

純資産合計は、102億62百万円（前年同期比１億円増）となりました。 

これは、当期純利益の計上による利益剰余金の増加（前年同期比２億33百万円増）、自己株式の取得

による減少（前年同期比１億６百万円減）が主な要因であります。 

  

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、15億33百万円と前連結会計年度末に比べ

66百万円の増加となりました。 

（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、24億34百万円（前年同期比18億47百万円増）の

収入となりました。 

これは、減価償却費14億74百万円（前年同期比31百万円増）、仕入債務の増加額５億44百万円（前年

同期比６億86百万円増）、税金等調整前当期純利益３億23百万円（前年同期は税金等調整前当期純損失

11億37百万円）等の資金収入がありましたことが主な要因であります。 
  

（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、12億５百万円（前年同期比１億22百万円増）の

支出となりました。 

これは、当社におけるジプスター生産設備の改造、札幌支店の土地・建物取得等による有形固定資産

の取得による支出11億48百万円（前年同期比２億99百万円増）等が主な要因であります。 
  

（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、11億80百万円の支出（前年同期は２億70百万円

の収入）となりました。 

これは、長期借入れによる収入26億円（前年同期比19億円増）等の資金収入がありましたものの、短

期借入金の返済による支出20億47百万円（前年同期は短期借入金による収入13億54百万円）、長期借入

金の返済による支出15億40百万円（前年同期比１億22百万円増）、社債の償還による支出２億10百万円

（前年同期比50百万円減）等の資金支出がありましたことが主な要因であります。 

（２）財政状態に関する分析
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当社といたしましては、引続き株主各位への利益還元を経営の 重要政策の一つと位置付け、将来の

安定的な利益確保のために内部留保を充実させ、可能な限りにおいて安定した配当を継続することを第

一とし、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。また、内部留保金の使途につき

ましては、今後の事業展開への備えと設備投資資金として投入していくこととしております。前年度比

２円増配となる１株当たり普通配当金５円とさせていただきたく、平成24年６月28日開催予定の第74回

定時株主総会に付議する予定であります。 

  なお、次期の配当金につきましては、１株当たり期末配当金５円を予定しております。 

  

当グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあ

り、投資家の判断に影響を及ぼす可能性がある事項と考えております。 

  なお、文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

① 景気変動、経済情勢のリスク 

当グループは建築の内装材料である石膏ボードを生産・販売しており、新設住宅着工や今後のリフォ

ーム需要の動向などによって経営成績に影響を受ける可能性があります。 

  

② 競合、価格動向のリスク 

石膏ボードは、品質面での差別化が難しく同業他社との競合に伴う販売価格の変動があった場合に

は、当グループの経営成績に影響を受ける可能性があります。 

  

③ 主要原材料、燃料費等の調達価格の変動 

石膏ボードの製造に係る主原材料や燃料費等が市況の変動により、調達価格が上昇した場合には当グ

ループの経営成績に影響を受ける可能性があります。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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当グループは、当社、子会社13社及び関連会社２社で構成され、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おり、事業区分としては単一セグメントであ

ります。 

当グループの事業に係わる位置付け及び事業部門等との関連は、次のとおりであります。 

石膏ボード 

製造・販売      チヨダウーテ㈱ 

販売            東京総合資材㈱、東京アークシステム㈱ 

輸送            チヨダエクスプレス㈱、東海エクスプレス㈱ 

  

その他 

チヨダウーテ㈱(石膏ボード以外の購入商品の販売) 

チヨダグリーンセラ㈱、チヨダセラ㈱、チヨダメタルスタッド中部㈱ 

チヨダメタルスタッド関西㈱ 

  

事業の系統図は、次の通りであります。 

 

２．企業集団の状況
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品質面でのたゆまないレベルアップを図る一方、建築材料の専門メーカーとして常に独自の商品開発

力（Unique TEchnology）を強化し、社会に支持される高機能・高付加価値製品の開発と市場への提供

を目指します。 

  

当社は「会社の利益配分に関する基本方針」として掲げている株主各位への利益還元と内部留保の充

実を果たすため、収益の改善に努め売上高経常利益率の向上を目標としております。 

  

「環境」をテーマに「人と地球にやさしい石膏ボード」製品の開発を継続し、石膏ボードリサイクル

スシステムの確立と事業化及び工場廃棄物ゼロの実現を目指します。 

  目標とする経営指標を達成し、成長性と収益性を向上させるため、抜本的な見直しによる変動・固定

費の削減、当グループ各社の特色と強みを生かし融合するための各種施策を講じ、着実に実行してまい

ります。 

  

今後の見通しとしましては、少子高齢化に伴う新設住宅着工戸数の減少化傾向や実施が見込まれる消

費税増税への対応を確実に遂行していきたいと考えております。今まで継続してきたリサイクルビジネ

スの事業化やクナウフ（Knauf）・グループとの提携を成果に結びつけるとともに、生産合理化・効率

化等引き続きコスト削減を進め、安定的な収益確保に努める所存であります。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表
（１）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 1,510,325 1,598,347

受取手形及び売掛金 5,011,376 ※4 5,543,023

商品及び製品 1,018,872 1,066,706

仕掛品 106,443 81,570

原材料及び貯蔵品 1,002,718 1,032,293

繰延税金資産 452,224 468,418

その他 618,451 356,366

貸倒引当金 △61,461 △58,000

流動資産合計 9,658,951 10,088,726

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,625,541 11,719,763

減価償却累計額 △6,394,365 △6,651,766

建物及び構築物（純額） 5,231,175 5,067,996

機械装置及び運搬具 20,428,433 21,267,203

減価償却累計額 △15,287,817 △16,348,546

機械装置及び運搬具（純額） 5,140,616 4,918,656

土地 9,425,771 9,545,878

リース資産 406,755 477,507

減価償却累計額 △62,590 △128,203

リース資産（純額） 344,164 349,303

建設仮勘定 169,445 74,489

その他 560,099 576,441

減価償却累計額 △489,715 △516,860

その他（純額） 70,384 59,581

有形固定資産合計 ※2 20,381,557 ※2 20,015,906

無形固定資産 113,071 234,390

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2 925,386 ※1, ※2 858,575

繰延税金資産 38,223 40,194

その他 1,595,039 1,650,232

貸倒引当金 △26,439 △29,319

投資その他の資産合計 2,532,210 2,519,682

固定資産合計 23,026,839 22,769,979

繰延資産

社債発行費 20,335 13,635

繰延資産合計 20,335 13,635

資産合計 32,706,126 32,872,341
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(単位：千円)

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 3,635,308 ※4 4,420,006

短期借入金 ※2 9,241,455 ※2 7,224,015

1年内返済予定の長期借入金 ※2 1,344,976 ※2 1,547,429

1年内償還予定の社債 210,000 210,000

未払金 1,472,832 1,838,353

未払法人税等 70,142 70,899

未払消費税等 29,440 103,911

賞与引当金 216,607 221,083

その他 617,535 ※4 556,642

流動負債合計 16,838,297 16,192,340

固定負債

社債 1,600,000 1,390,000

長期借入金 ※2 2,211,903 ※2 3,068,907

繰延税金負債 84,149 54,252

退職給付引当金 886,816 939,011

役員退職慰労引当金 115,580 127,760

資産除去債務 116,870 119,360

負ののれん 14,225 12,911

その他 675,887 705,262

固定負債合計 5,705,434 6,417,464

負債合計 22,543,731 22,609,805

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 2,117,635

自己株式 △18,231 △124,947

株主資本合計 10,126,975 10,254,088

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 8,447

その他の包括利益累計額合計 35,419 8,447

純資産合計 10,162,395 10,262,536

負債純資産合計 32,706,126 32,872,341
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（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：千円)

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 25,680,545 27,856,006

売上原価 ※1, ※3 17,691,575 ※1, ※3 18,084,668

売上総利益 7,988,969 9,771,338

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 8,757,906 ※2, ※3 9,221,702

営業利益又は営業損失（△） △768,936 549,635

営業外収益

受取利息 9,462 9,942

受取配当金 20,489 24,964

受取賃貸料 28,868 37,454

その他 93,949 90,079

営業外収益合計 152,770 162,441

営業外費用

支払利息 177,893 164,454

減価償却費 98,666 98,671

退職給付費用 52,046 44,853

その他 73,514 67,850

営業外費用合計 402,121 375,829

経常利益又は経常損失（△） △1,018,287 336,247

特別利益

固定資産売却益 ※4 2,638 ※4 1,847

投資有価証券売却益 － 60,497

貸倒引当金戻入額 6,968 －

特別利益合計 9,606 62,344

特別損失

固定資産売却損 ※5 1,448 ※5 705

固定資産除却損 ※6 50,450 ※6 15,826

減損損失 － ※7 56,754

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 － 2,200

関係会社整理損 1,172 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 76,221 －

特別損失合計 129,294 75,486

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△1,137,975 323,105

法人税、住民税及び事業税 58,961 58,998

法人税等調整額 142,086 △29,252

法人税等合計 201,048 29,746

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（△）

△1,339,023 293,358

少数株主損失（△） △6,680 △7,000

当期純利益又は当期純損失（△） △1,332,343 300,358
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連結包括利益計算書
(単位：千円)

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（△）

△1,339,023 293,358

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25,567 △26,971

その他の包括利益合計 △25,567 ※ △26,971

包括利益 △1,364,591 266,387

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △1,357,911 273,387

少数株主に係る包括利益 △6,680 △7,000
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

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 3,743,200 3,743,200

当期末残高 3,743,200 3,743,200

資本剰余金

当期首残高 4,518,200 4,518,200

当期末残高 4,518,200 4,518,200

利益剰余金

当期首残高 3,315,743 1,883,806

当期変動額

剰余金の配当 △70,510 △42,306

連結子会社の増加による減少 △29,082 △24,223

当期純利益又は当期純損失（△） △1,332,343 300,358

当期変動額合計 △1,431,937 233,829

当期末残高 1,883,806 2,117,635

自己株式

当期首残高 △18,231 △18,231

当期変動額

自己株式の取得 － △106,716

当期変動額合計 － △106,716

当期末残高 △18,231 △124,947

株主資本合計

当期首残高 11,558,912 10,126,975

当期変動額

剰余金の配当 △70,510 △42,306

連結子会社の増加による減少 △29,082 △24,223

当期純利益又は当期純損失（△） △1,332,343 300,358

自己株式の取得 － △106,716

当期変動額合計 △1,431,937 127,113

当期末残高 10,126,975 10,254,088
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(単位：千円)

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)

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 60,986 35,419

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△25,567 △26,971

当期変動額合計 △25,567 △26,971

当期末残高 35,419 8,447

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 60,986 35,419

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△25,567 △26,971

当期変動額合計 △25,567 △26,971

当期末残高 35,419 8,447

少数株主持分

当期首残高 － －

当期変動額

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 6,680 7,000

少数株主損失（△） △6,680 △7,000

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

純資産合計

当期首残高 11,619,899 10,162,395

当期変動額

剰余金の配当 △70,510 △42,306

連結子会社の増加による減少 △29,082 △24,223

当期純利益又は当期純損失（△） △1,332,343 300,358

自己株式の取得 － △106,716

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 6,680 7,000

少数株主損失（△） △6,680 △7,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,567 △26,971

当期変動額合計 △1,457,504 100,141

当期末残高 10,162,395 10,262,536
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

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利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△1,137,975 323,105

減価償却費 1,442,566 1,474,421

負ののれん償却額 △1,314 △1,314

社債発行費償却 7,077 6,700

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,921 △581

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,899 1,975

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80,651 39,569

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,870 12,179

受取利息及び受取配当金 △29,952 △34,907

支払利息 177,893 164,454

固定資産除売却損益（△は益） 49,260 14,684

減損損失 － 56,754

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 2 △58,297

関係会社整理損 1,172 －

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） 99,434 △292,792

たな卸資産の増減額（△は増加） 109,204 △76,498

仕入債務の増減額（△は減少） △141,569 544,616

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,811 74,471

その他の資産の増減額（△は増加） △126,580 △42,958

その他の負債の増減額（△は減少） 184,379 420,287

小計 797,509 2,625,869

利息及び配当金の受取額 28,548 34,289

利息の支払額 △176,882 △161,441

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △62,251 △64,155

営業活動によるキャッシュ・フロー 586,923 2,434,562

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 △210,177 △22,002

定期預金の払戻による収入 106,761 －

有形固定資産の取得による支出 △848,378 △1,148,140

有形固定資産の売却による収入 5,106 3,066

投資有価証券の取得による支出 △31,570 △134,092

投資有価証券の売却による収入 2,998 198,419

子会社株式の取得による支出 △37,000 △5,000

子会社株式の売却による収入 － 7,000

貸付けによる支出 △63,305 △116,150

貸付金の回収による収入 52,624 127,217

その他 △59,967 △115,564

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,082,907 △1,205,246
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(単位：千円)

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)

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） 1,354,629 △2,047,439

長期借入れによる収入 700,000 2,600,000

長期借入金の返済による支出 △1,418,194 △1,540,543

社債の償還による支出 △260,000 △210,000

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 △70,760 △42,607

その他 △34,916 △92,292

財務活動によるキャッシュ・フロー 270,757 △1,180,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △225,225 48,987

現金及び現金同等物の期首残高 1,570,848 1,467,325

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 121,702 17,032

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,467,325 ※ 1,533,344
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      該当事項はありません。 

  

  ８社 

東京総合資材㈱ 

  チヨダエクスプレス㈱ 

  チヨダグリーンセラ㈱ 

  東海エクスプレス㈱ 

  東京アークシステム㈱ 

  チヨダセラ㈱ 

  チヨダメタルスタッド中部㈱ 

チヨダメタルスタッド関西㈱ 

なお、前連結会計年度において非連結子会社でありましたチヨダメタルスタッド関西㈱は、重要性が

増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 
  

チヨダ加工センター㈱ 

  道南物流㈲ 

  チヨダセラ販売㈱ 

  コウヨウ㈱ 

  チヨダリノベート㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

なお、チヨダリノベート㈱については、平成23年10月１日付でアイシーリノベート㈱から名称変更して

おります。 

  

  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称 

（非連結子会社） 

チヨダ加工センター㈱ 

道南物流㈲ 

チヨダセラ販売㈱ 

コウヨウ㈱ 

チヨダリノベート㈱ 

（関連会社） 

㈱中部建材センター 

㈱トクヤマ・チヨダジプサム 

持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除

外しております。 

  

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（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

(1) 連結子会社の数及び名称

(2) 非連結子会社の名称

２  持分法の適用に関する事項

３  連結子会社の事業年度等に関する事項
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満期保有目的の債券 

  償却原価法 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

  時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

製品・仕掛品 

  総平均法による原価法 

商品・原材料・貯蔵品 

  先入先出法による原価法 

建物      当社は定額法 

連結子会社は定率法 

但し、平成10年４月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法 

その他    定率法 

但し、当社岡山工場等３工場及びチヨダセラ㈱は定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

  建物及び構築物      ７～50年 

  機械装置及び運搬具  ４～12年 

定額法 

但し、ソフトウェア(自社利用分)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 

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

以前のリース取引については、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。

均等償却 

社債発行費 

  社債償還期間にわたる定額法 

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

(イ)有価証券

(ロ)たな卸資産

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産(リース資産を除く)

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

(ハ)リース資産

(ニ)長期前払費用

(3) 重要な繰延資産の処理方法
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売上債権等の貸倒れ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る計算額を、貸

倒懸念債権等特定の債権については、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。 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

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。 

なお、会計基準変更時差異(669,573千円)については、15年により按分した額を費用処理しており

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(12年)による定額法に

より按分した額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を翌

連結会計年度から費用処理しております。 

役員の退職金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を引当計上しております。 

なお、連結子会社については、役員退職慰労金規程がないため、計上しておりません。 

金利スワップ取引については、すべて特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用してお

ります。 

 

変動金利を固定金利に変換する目的で金利スワップ取引を利用しているのみであります。投機目的

の取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針であります。 

すべての取引が、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。 

５年間で均等償却しております。なお、「負ののれん」につきましては、20年間で均等償却しており

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

ヶ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。 

税抜き方式によっております。 

(4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

(ロ)賞与引当金

(ハ)退職給付引当金

(ニ)役員退職慰労引当金

(5) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金

(ハ)ヘッジ方針

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法

(6) のれんの償却方法及び償却期間

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(8) 消費税等の会計処理
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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「受取保険金」は、営業外収益

の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「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、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

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「受取保険金」に表示して

おりました33,069千円は、「その他」として組み替えております。 

  

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。 

（７）表示方法の変更

（連結損益計算書関係）

（８）追加情報

（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）
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担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。 

担保に供している資産 

 
上記のうち、工場財団設定分 

 
担保付債務 

 
  

 
信託手形債権が取立不能等の場合においてのみ手形債権の買戻し義務が発生する特約となっておりま

す。 

  

※４  期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、次の期末日満期手形が、期末残高に含ま

れております。 

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

※１  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

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)

投資有価証券(株式) 74,500千円 152,600千円

※２  担保資産及び担保付債務

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)

建物及び構築物 2,658,731千円 2,553,308千円

機械装置 2,695,965千円 2,464,293千円

土地 2,067,758千円 2,067,758千円

投資有価証券 121,390千円 111,985千円

計 7,543,844千円 7,197,345千円

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)

建物及び構築物 2,533,770千円 2,437,957千円

機械装置 2,695,965千円 2,464,293千円

土地 1,737,808千円 1,737,808千円

計 6,967,544千円 6,640,059千円

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)

短期借入金 50,000千円 30,000千円

１年内返済予定の長期借入金 1,192,256千円 1,404,029千円

長期借入金 1,917,511千円 2,917,915千円

計 3,159,767千円 4,351,944千円

  ３  受取手形割引高及び手形債権流動化残高

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)

受取手形割引高 143,491千円 227,197千円

手形債権流動化残高 2,056,758千円 2,516,468千円

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)

受取手形 ― 34,493千円

支払手形 ― 760,724千円

設備関係支払手形 ― 26,721千円

受取手形割引高 ― 10,885千円

手形債権流動化残高 ― 309,306千円
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(連結損益計算書関係)

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損（洗替え法）が

売上原価に含まれております。

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)

25,986千円 △44,030千円

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

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)

運賃 5,757,836千円 6,069,562千円

役員報酬 231,926千円 261,401千円

給料・賞与 1,034,303千円 1,066,091千円

賞与引当金繰入額 113,219千円 115,889千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,870千円 12,179千円

退職給付費用 88,164千円 96,891千円

減価償却費 86,017千円 115,315千円

試験研究費 154,117千円 156,517千円

※３  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

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)

160,287千円 164,291千円

※４  固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

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)

運搬具 2,638千円 1,847千円

計 2,638千円 1,847千円

※５  固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

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)

運搬具 880千円 705千円

無形固定資産 568千円 ―千円

計 1,448千円 705千円

※６  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

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)

建物及び構築物 6,977千円 4,932千円

機械装置及び運搬具 31,499千円 2,750千円

建設仮勘定 10,377千円 3,354千円

その他 1,595千円 4,789千円

計 50,450千円 15,826千円
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※７  減損損失 

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) 

当グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

 
事業用資産について、当社は地域別事業部を基本とし、連結子会社は事業を基本として資産のグルー

ピングを行っております。また、遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングを行っておりま

す。 

当連結会計年度において、使用見込みがなくなり遊休資産に該当する固定資産について、減損損失

(56,754千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は、機械装置（機械の予備部品含む）

47,505千円、建設仮勘定9,249千円であります。 

なお、当資産グループの回収可能額は、使用価値により測定しておりますが、時価の算定が困難なた

め零としております。 

  

  

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） 

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

用途 種類 場所

遊休資産 機械装置 岡山工場

  岡山県玉野市

遊休資産 その他 本社

(連結包括利益計算書関係)

その他有価証券評価差額金

  当期発生額 7,155千円

  組替調整額 △52,937千円

    税効果調整前 △45,781千円

    税効果額 18,810千円

    その他有価証券評価差額金 △26,971千円

その他の包括利益合計 △26,971千円
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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 

 
  

３  配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

 
  

  (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

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 

 
(変動事由の概要) 

  平成23年４月11日の取締役会の決議による自己株式の取得    219,600株 

  

３  配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

 
  

  (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

(連結株主資本等変動計算書関係)

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） 14,120,000 ― ― 14,120,000

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） 17,834 ― ― 17,834

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 70,510 5.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 42,306 3.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日

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） 14,120,000 ― ― 14,120,000

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） 17,834 219,600 ― 237,434

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 42,306 3.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 69,412 5.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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※  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は、次のとおり

であります。 

 
  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、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。 

  

 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。 

  

  

 
(注) １.前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

     ２.当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

     ３.１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

 該当事項はありません。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

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)

現金及び預金勘定 1,510,325千円 1,598,347千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △43,000千円 △65,002千円

現金及び現金同等物 1,467,325千円 1,533,344千円

(開示の省略)

(ストック・オプション等関係)

(セグメント情報等)

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり純資産額 720円63銭 739円24銭

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり
当期純損失金額（△）

△94円48銭 21円57銭

項目
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)

当期純利益又は当期純損失（△） △1,332,343千円 300,358千円

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）

△1,332,343千円 300,358千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円

普通株式の期中平均株式数 14,102,166株 13,926,366株

(重要な後発事象)
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① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

５．その他

（１）役員の異動

（２）その他
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