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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 37,631 22.1 3,774 155.3 3,991 135.9 2,279 140.6
23年3月期第1四半期 30,833 △4.8 1,478 53.1 1,692 47.2 947 55.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,132百万円 （257.9％） 23年3月期第1四半期 595百万円 （―％）

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 15.58 ―
23年3月期第1四半期 6.47 ―

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1四半期 180,836 116,077 64.2 793.25
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1四半期  116,077百万円 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、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) 72,000 15.5 3,900 27.7 4,000 25.1 2,200 25.4 15.03
通期 140,000 11.5 5,900 19.4 6,000 18.8 3,200 24.9 21.87

                                     



(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 
平成23年5月12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、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1Q 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1Q 1,543,281 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1Q 146,332,419 株 23年3月期1Q 146,342,601 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による経済

活動の停滞や不安定な電力供給が懸念されるなか、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 住宅市場におきましては、新築需要では震災後の建築資材不足などの影響により、建設現場で工期の遅れが発生

するなど不安定な状況にありました。また、リフォーム需要におきましても、震災の影響による消費マインドの低

下など力強さに欠ける状況にて推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループにおきましては震災による人的な被害や生産設備の被害は殆どなく、商品を

比較的安定供給できたことから、前年同期比で売上増となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高376億３千１百万円（前年同期比22.1％増）、営

業利益37億７千４百万円（前年同期比155.3％増）、経常利益39億９千１百万円（前年同期比135.9％増）、四半期

純利益22億７千９百万円（前年同期比140.6％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１四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73億２千８百万円増加し、1,808億３千６百

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22億５千６百万円、受取手形及び売掛金の増加

69億円、たな卸資産の増加25億３千８百万円など、固定資産では、有形固定資産の減少４億６千１百万円などであ

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70億９千９百万円増加し、647億５千８百万円と

なりました。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ２億２千９百万円増加し、1,160億７千７百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の増加３億７千７百万円、その他有価証券評価差額金の減少１億４千６百万円などであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月12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 

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 34,335 32,079

受取手形及び売掛金 35,310 42,210

商品及び製品 9,218 11,065

仕掛品 1,176 1,453

原材料及び貯蔵品 2,305 2,718

その他 1,750 2,462

貸倒引当金 △169 △200

流動資産合計 83,927 91,789

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 29,140 28,947

土地 39,102 39,207

その他（純額） 6,963 6,590

有形固定資産合計 75,206 74,745

無形固定資産 1,626 1,533

投資その他の資産   

投資有価証券 8,083 7,870

その他 4,665 4,898

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 12,747 12,768

固定資産合計 89,581 89,046

資産合計 173,508 180,836

                                     



（単位：百万円）

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 22,941 27,799

短期借入金 9,900 9,900

未払法人税等 2,148 1,809

その他 7,881 10,258

流動負債合計 42,871 49,767

固定負債   

退職給付引当金 12,923 13,141

役員退職慰労引当金 615 625

その他 1,249 1,223

固定負債合計 14,788 14,990

負債合計 57,659 64,758

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 57,244

自己株式 △891 △892

株主資本合計 113,068 113,444

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 1,273

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 2,633

純資産合計 115,848 116,077

負債純資産合計 173,508 180,836

                                     



（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：百万円）

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 30,833 37,631

売上原価 19,342 23,098

売上総利益 11,490 14,533

販売費及び一般管理費 10,012 10,759

営業利益 1,478 3,774

営業外収益   

受取利息 30 8

受取配当金 98 101

その他 193 176

営業外収益合計 322 286

営業外費用   

支払利息 22 0

その他 86 68

営業外費用合計 109 68

経常利益 1,692 3,991

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 26 31

特別損失合計 26 31

税金等調整前四半期純利益 1,665 3,960

法人税等 717 1,681

少数株主損益調整前四半期純利益 947 2,279

四半期純利益 947 2,279

                                     



（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：百万円）

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 947 2,279

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △352 △147

その他の包括利益合計 △352 △147

四半期包括利益 595 2,132

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 595 2,132

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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