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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） 

 

(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2四半期 74,691 19.8 6,227 103.9 6,387 99.8 3,479 98.3
23年3月期第2四半期 62,324 △3.9 3,054 71.4 3,197 67.0 1,754 80.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 3,256百万円 （182.8％） 23年3月期第2四半期 1,151百万円 （―％）

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 23.78 ―
23年3月期第2四半期 11.99 ―

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月期第2四半期 181,181 117,197 64.7 800.94
23年3月期 173,508 115,848 66.8 791.68
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  117,197百万円 23年3月期  115,848百万円

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  
なお、23年3月期及び24年3月期（予想）の期末配当金には、特別配当3円00銭を含んでおります。 

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 ― ― ― 13.00 13.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 13.00 13.00

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）

（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

通期 140,000 11.5 7,900 59.9 8,000 58.4 4,300 67.9 29.39

                                     



(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、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 
1. 平成23年5月12日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。詳しくは、本日別途公表いたしました「平成24年3月期第2四半期連結累計 
  期間の業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
2. 業績予想につきましては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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場 
  合があります。 

4.  その他

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2Q 147,874,388 株 23年3月期 147,874,388 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,548,870 株 23年3月期 1,541,163 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 146,330,835 株 23年3月期2Q 146,341,362 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  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により停滞していた経済・生産活動は回

復の兆しが見られるものの、世界的な景気減速の懸念や長期化する円高などにより、先行き不透明感は払拭されな

いまま推移しました。 

  住宅市場におきましては、新設住宅着工戸数が東日本大震災の影響により、平成23年３月に一時的に前年同期比

マイナスとなったものの、４月以降はプラス基調となり、その後も回復傾向が続きました。 

  このような状況の下、当社グループにおきましては、新築需要・リフォーム需要の獲得による売上確保を図るべ

く、当社独自のホーロー技術を含めた商品開発および多面的商品展開を積極的に推し進めて参りました。新築市場

におきましては、需要回復に伴ってマンション・戸建市場において順調に売上を伸ばし、また、リフォーム市場に

おきましても商品力の強化により売上は堅調に推移しました。加えて、生産効率の改善等によるコスト削減効果も

あり、第２四半期連結業績は売上・利益共に当初予想を上回りました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高746億９千１百万円（前年同期比19.8％増）、営

業利益62億２千７百万円（前年同期比103.9％増）、経常利益63億８千７百万円（前年同期比99.8％増）、四半期

純利益34億７千９百万円（前年同期比98.3％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ76億７千２百万円増加し、1,811億８千１百

万円となりました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の減少18億１千５百万円、受取手形及び売掛金の増加

90億９千３百万円、たな卸資産の増加11億７千４百万円など、固定資産では、有形固定資産の減少９億５千２百万

円などであります。 

 負債は、主に流動負債の増加により、前連結会計年度末と比べ63億２千３百万円増加し、639億８千３百万円と

なりました。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ13億４千９百万円増加し、1,171億９千７百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の増加15億７千６百万円、その他有価証券評価差額金の減少２億２千３百万円などであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、平成23年５月12日に公表いたしました通期の連結

業績予想を修正しております。詳しくは、本日別途公表いたしました「平成24年３月期第２四半期連結累計期間の

業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

（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（その他）に関する事項

                                     



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 34,335 32,519

受取手形及び売掛金 35,310 44,403

商品及び製品 9,218 9,969

仕掛品 1,176 1,349

原材料及び貯蔵品 2,305 2,555

その他 1,750 2,019

貸倒引当金 △169 △294

流動資産合計 83,927 92,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 29,140 28,476

土地 39,102 39,200

その他（純額） 6,963 6,577

有形固定資産合計 75,206 74,254

無形固定資産 1,626 1,557

投資その他の資産   

投資有価証券 8,083 7,833

その他 4,665 5,013

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 12,747 12,846

固定資産合計 89,581 88,657

資産合計 173,508 181,181

                                     



（単位：百万円）

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 22,941 27,176

短期借入金 9,900 9,900

未払法人税等 2,148 3,021

その他 7,881 8,651

流動負債合計 42,871 48,750

固定負債   

退職給付引当金 12,923 13,374

役員退職慰労引当金 615 635

その他 1,249 1,222

固定負債合計 14,788 15,233

負債合計 57,659 63,983

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,356 26,356

資本剰余金 30,736 30,736

利益剰余金 56,866 58,443

自己株式 △891 △896

株主資本合計 113,068 114,640

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,420 1,197

土地再評価差額金 1,359 1,359

その他の包括利益累計額合計 2,779 2,556

純資産合計 115,848 117,197

負債純資産合計 173,508 181,181

                                     



（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：百万円）

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 62,324 74,691

売上原価 39,096 46,808

売上総利益 23,227 27,882

販売費及び一般管理費 20,173 21,655

営業利益 3,054 6,227

営業外収益   

受取利息 41 17

受取配当金 110 110

その他 250 236

営業外収益合計 402 365

営業外費用   

支払利息 44 20

その他 215 183

営業外費用合計 259 204

経常利益 3,197 6,387

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 70 262

固定資産売却損 － 4

特別損失合計 70 267

税金等調整前四半期純利益 3,126 6,120

法人税等 1,372 2,641

少数株主損益調整前四半期純利益 1,754 3,479

四半期純利益 1,754 3,479

                                     



（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：百万円）

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 1,754 3,479

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △603 △223

その他の包括利益合計 △603 △223

四半期包括利益 1,151 3,256

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,151 3,256

少数株主に係る四半期包括利益 － －

                                     



該当事項はありません。 

  

  

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）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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