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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 115,939 17.6 10,690 80.5 10,899 79.4 5,671 65.1
23年3月期第3四半期 98,569 △0.4 5,922 49.6 6,076 47.3 3,436 50.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 5,516百万円 （77.1％） 23年3月期第3四半期 3,115百万円 （―％）

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3四半期 38.76 ―
23年3月期第3四半期 23.48 ―

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3四半期 184,883 119,455 64.6 816.39
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3四半期  119,455百万円 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  ：  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 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 
平成23年11月1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3Q 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3Q 1,553,283 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3Q 146,327,267 株 23年3月期3Q 146,340,435 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四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、依然として先行き不透明感は

払拭されないまま推移いたしました。 

  住宅市場におきましては、秋口、一時的に新設住宅着工戸数が前年を下回ったものの、分譲住宅、特にマンショ

ンの着工数が年間を通して大幅に増加した結果、累計の新設住宅着工戸数では前年を上回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、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生かした商品開発及び多面的商品展開を積極的に推し進めた結果、新築市場・リフ

ォーム市場とも順調に売上を伸ばしました。加えて、生産効率の改善等によるコスト削減効果もあり、当第３四半

期連結累計期間における業績は、売上高1,159億３千９百万円（前年同期比17.6％増）、営業利益106億９千万円

（前年同期比80.5％増）、経常利益108億９千９百万円（前年同期比79.4％増）、四半期純利益56億７千１百万円

（前年同期比65.1％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３四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113億７千４百万円増加し、1,848億８千３百

万円となりました。主な増減は流動資産では、受取手形及び売掛金の増加132億６百万円、たな卸資産の増加４億

１百万円など、固定資産では、有形固定資産の減少15億３千２百万円、投資その他の資産の減少２億６千６百万円

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77億６千８百万円増加し、654億２千７百万円と

なりました。 

  純資産は、前連結会計年度末と比べ36億６百万円増加し、1,194億５千５百万円となりました。主な増減は、利

益剰余金の増加37億６千９百万円、その他有価証券評価差額金の減少２億６千８百万円などであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

      平成23年11月１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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,335 33,885

受取手形及び売掛金 35,310 48,516

商品及び製品 9,218 9,258

仕掛品 1,176 1,349

原材料及び貯蔵品 2,305 2,494

その他 1,750 2,014

貸倒引当金 △169 △299

流動資産合計 83,927 97,218

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 29,140 28,108

土地 39,102 39,200

その他（純額） 6,963 6,364

有形固定資産合計 75,206 73,674

無形固定資産 1,626 1,509

投資その他の資産   

投資有価証券 8,083 7,662

その他 4,665 4,818

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 12,747 12,481

固定資産合計 89,581 87,664

資産合計 173,508 184,883

                                     



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,941 28,414

短期借入金 9,900 9,900

未払法人税等 2,148 3,491

その他 7,881 8,374

流動負債合計 42,871 50,179

固定負債   

退職給付引当金 12,923 13,506

役員退職慰労引当金 615 643

その他 1,249 1,098

固定負債合計 14,788 15,247

負債合計 57,659 65,427

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 60,636

自己株式 △891 △898

株主資本合計 113,068 116,830

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 1,151

土地再評価差額金 1,359 1,472

その他の包括利益累計額合計 2,779 2,624

純資産合計 115,848 119,455

負債純資産合計 173,508 184,883

                                     



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 98,569 115,939

売上原価 61,960 72,724

売上総利益 36,609 43,215

販売費及び一般管理費 30,686 32,525

営業利益 5,922 10,690

営業外収益   

受取利息 51 26

受取配当金 175 186

その他 300 293

営業外収益合計 527 506

営業外費用   

支払利息 65 41

その他 307 256

営業外費用合計 373 297

経常利益 6,076 10,899

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 106 354

固定資産売却損 － 4

特別損失合計 106 358

税金等調整前四半期純利益 5,970 10,540

法人税等 2,533 4,868

少数株主損益調整前四半期純利益 3,436 5,671

四半期純利益 3,436 5,671

                                     



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,436 5,671

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △320 △268

土地再評価差額金 － 113

その他の包括利益合計 △320 △155

四半期包括利益 3,115 5,516

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,115 5,516

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。 

   

   

連結子会社の吸収合併  

  平成24年２月１日開催の当社取締役会において、当社は平成24年４月１日を期して、当社100％出資の連結子

会社であるシルバー工業株式会社を吸収合併することを決議いたしました。 

  

１．合併の目的 

  当社は、このたびグループ全体の総合力の向上を図り、厳しい事業環境のなか市場競争力を強化し永続的な成

長・発展を目指すために、当社の製造子会社であるシルバー工業株式会社を平成24年４月１日をもって吸収合併

することを決定いたしました。 

  シルバー工業株式会社は、システムバスを中心とした主力生産工場として当社グループの中で重要な地位を占

めてまいりました。当社への事業統合により設備投資・研究開発投資の効率的配分や業務の効率化など統合メリ

ットを追求し、より強固な経営基盤の確立を目指すものであります。 

  

２．合併の要旨 

① 合併の日程 

合併決議取締役会              平成24年２月１日 

合併契約書締結                平成24年２月１日 

合併の予定日（効力発生日）    平成24年４月１日（予定） 

（注）本合併は会社法第796条第３項に定める簡易合併及び同法第784条第１項に定める略式

合併によるため、当社及びシルバー工業株式会社において合併契約承認株主総会は

開催いたしません。 

② 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、シルバー工業株式会社は解散いたします。 

③ 合併に係る割当ての内容 

合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。 

④ 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

消滅会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

  

３．被合併会社の概要（平成23年３月31日現在） 

  

４．実施予定の会計処理の概要 

  当該合併は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。 

   

   

（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

（５）重要な後発事象

① 商号 シルバー工業株式会社

② 事業内容 システムバスの製造

③ 決算期 ３月31日

④ 資本金 百万円243

⑤ 純資産 百万円4,157

⑥ 総資産 百万円5,228

⑦ 売上高 百万円5,838

⑧ 当期純利益 ３百万円
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