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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 79,677 6.7 6,828 9.7 7,004 9.6 4,132 18.8
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 3,723百万円 （14.4％） 24年3月期第2四半期 3,256百万円 （182.8％）

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

25年3月期第2四半期 28.24 ―
24年3月期第2四半期 23.78 ―

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

25年3月期第2四半期 191,309 120,494 63.0 823.55
24年3月期 185,157 118,968 64.3 813.09
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  120,494百万円 24年3月期  118,968百万円

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  
24年3月期期末配当金の内訳              特別配当   3円00銭   記念配当   2円00銭 
25年3月期第２四半期末配当金の内訳         特別配当   1円50銭 
25年3月期期末配当金（予想）の内訳          特別配当   1円50銭 

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

24年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
25年3月期 ― 6.50
25年3月期（予想） ― 6.50 13.00

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、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  ：  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

通期 155,000 5.3 10,400 16.5 10,500 16.1 6,000 37.6 41.01



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料2ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。 

(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 
平成24年5月14日発表の連結業績予想は修正しておりません。上記の予想は、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） シルバー工業株式会社

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） 25年3月期2Q 147,874,388 株 24年3月期 147,874,388 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,562,246 株 24年3月期 1,557,288 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 146,314,131 株 24年3月期2Q 146,330,835 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、東日本大震災の復興政策の牽引等もあり、景気は緩やかな回

復基調をたどってきましたが、長期化する円高の影響に加え、世界経済の減速感の高まりにより、足元景気の先行

きは不透明な状況で推移しております。 

  住宅市場におきましては、新設住宅着工戸数は、プラス基調が続いていた分譲住宅においても失速感が見られ始

め、持家、貸家を含めた総計でも６月以降３ヵ月連続で前年同月を下回り、またリフォーム需要につきましても回

復の兆しが見え始めているものの、まだ力強さには欠ける状況です。 

  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、積極的な商品展開、営業展開を推し進めております。 

  商品面では当社独自のホーロー技術を活かした「高品位ホーロー」製品を中心に各機種の仕様強化・ラインナッ

プ強化による充実を図り、営業面では全国１６７ヵ所のショールームを軸に、より多くのお客様に幅広い提案を行

うため代理店・販売店との合同展示会やリフォーム相談会等を実施してまいりました。 

  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796億７千７百万円（前年同四半期比6.7％増）、

営業利益68億２千８百万円（同9.7％増）、経常利益70億４百万円（同9.6％増）、四半期純利益41億３千２百万円

（同18.8％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61億５千１百万円増加し、1,913億９百万円

となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金76億７千６百万円、有形固定資産18億４千４百万円など、主な減

少は、現金及び預金26億５千６百万円、たな卸資産５億５千４百万円、無形固定資産２億３千万円などでありま

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46億２千５百万円増加し、708億１千４百万円と

なりました。 

  純資産は、前連結会計年度末と比べ15億２千５百万円増加し、1,204億９千４百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の増加19億３千７百万円、その他有価証券評価差額金の減少４億８百万円などであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月14日に発表いたしました連結業績予想については現時点で変更ありません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  前連結会計年度において当社の連結子会社であったシルバー工業株式会社は、平成24年４月１日付で当社を存続

会社とする吸収合併により解散したため、連結の範囲から除外しております。 

    

（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



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,775 35,119

受取手形及び売掛金 41,271 48,948

商品及び製品 11,324 10,563

仕掛品 1,445 1,520

原材料及び貯蔵品 2,702 2,834

その他 2,408 2,580

貸倒引当金 △209 △128

流動資産合計 96,718 101,437

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,779 29,469

土地 39,475 39,475

その他（純額） 6,512 6,667

有形固定資産合計 73,767 75,611

無形固定資産 1,436 1,205

投資その他の資産   

投資有価証券 8,869 8,299

その他 4,366 4,755

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 13,234 13,054

固定資産合計 88,439 89,872

資産合計 185,157 191,309



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,037 32,374

短期借入金 9,900 9,900

未払法人税等 3,440 2,990

その他 10,515 9,928

流動負債合計 50,894 55,193

固定負債   

退職給付引当金 13,549 13,884

役員退職慰労引当金 650 666

その他 1,094 1,070

固定負債合計 15,294 15,621

負債合計 66,188 70,814

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 59,338 61,276

自己株式 △901 △904

株主資本合計 115,530 117,465

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,979 1,571

土地再評価差額金 1,457 1,457

その他の包括利益累計額合計 3,437 3,029

純資産合計 118,968 120,494

負債純資産合計 185,157 191,309



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 74,691 79,677

売上原価 46,808 50,473

売上総利益 27,882 29,204

販売費及び一般管理費 21,655 22,375

営業利益 6,227 6,828

営業外収益   

受取利息 17 18

受取配当金 110 113

その他 236 237

営業外収益合計 365 370

営業外費用   

支払利息 20 20

その他 183 173

営業外費用合計 204 194

経常利益 6,387 7,004

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 262 122

固定資産売却損 4 －

特別損失合計 267 122

税金等調整前四半期純利益 6,120 6,881

法人税等 2,641 2,749

少数株主損益調整前四半期純利益 3,479 4,132

四半期純利益 3,479 4,132



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,479 4,132

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △223 △408

その他の包括利益合計 △223 △408

四半期包括利益 3,256 3,723

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,256 3,723

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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