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

25年3月期第1四半期 39,524 5.0 3,780 0.2 3,999 0.2 2,396 5.1
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

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,693百万円 （△20.6％） 24年3月期第1四半期 2,132百万円 （257.9％）

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1四半期 16.38 ―
24年3月期第1四半期 15.58 ―

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1四半期 186,057 118,465 63.7 809.66
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1四半期  118,465百万円 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(予想)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 ―
25年3月期（予想） 6.50 ― 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、通期は対前期、四半期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) 79,000 5.8 6,900 10.8 7,000 9.6 4,000 15.0 27.34
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1Q 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1Q 1,559,612 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1Q 146,315,353 株 24年3月期1Q 146,332,419 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、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

復基調をたどっているものの、再燃した欧州金融危機や長期化する円高などの影響により、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、新設住宅着工数は分譲住宅、特にマンションの着工数が引き続き増加基調を維持して

おり前年を上回る状況にて推移しましたが、一方リフォーム需要におきましては、やや力強さに欠ける結果となり

ました。 

このような状況の下、当社グループは新築需要・リフォーム需要の獲得による売上確保を図るべく、全国１６７

ヵ所に展開しておりますショールームを軸とし、幅広い購買層に対応するため、当社独自の「高品位ホーロー」製

品を中心に木製品等の仕様強化も実施し多面的な営業展開を推し進めてまいりました。 

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395億２千４百万円（前年同四半期比5.0％増）、

営業利益37億８千万円（同0.2％増）、経常利益39億９千９百万円（同0.2％増）、四半期純利益23億９千６百万円

（同5.1％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８億９千９百万円増加し、1,860億５千７百

万円となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金41億３千５百万円など、主な減少は、現金及び預金23億１千

８百万円、有形固定資産４億９千５百万円、投資その他の資産５億５千４百万円などであります。 

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14億２百万円増加し、675億９千１百万円となり

ました。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ５億２百万円減少し、1,184億６千５百万円となりました。主な増加は、四

半期純利益23億９千６百万円であり、主な減少は、剰余金の配当の支払い21億９千４百万円及びその他有価証券評

価差額金７億２百万円であります。 

    

（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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,775 35,457

受取手形及び売掛金 41,271 45,406

商品及び製品 11,324 11,034

仕掛品 1,445 1,532

原材料及び貯蔵品 2,702 2,791

その他 2,408 2,725

貸倒引当金 △209 △166

流動資産合計 96,718 98,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,779 27,544

土地 39,475 39,475

その他（純額） 6,512 6,252

有形固定資産合計 73,767 73,271

無形固定資産 1,436 1,323

投資その他の資産   

投資有価証券 8,869 7,815

その他 4,366 4,865

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 13,234 12,680

固定資産合計 88,439 87,276

資産合計 185,157 186,057



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,037 28,878

短期借入金 9,900 9,900

未払法人税等 3,440 1,561

その他 10,515 11,756

流動負債合計 50,894 52,096

固定負債   

退職給付引当金 13,549 13,772

役員退職慰労引当金 650 658

その他 1,094 1,064

固定負債合計 15,294 15,494

負債合計 66,188 67,591

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 59,540

自己株式 △901 △902

株主資本合計 115,530 115,730

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 1,277

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 2,735

純資産合計 118,968 118,465

負債純資産合計 185,157 186,057



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 37,631 39,524

売上原価 23,098 24,721

売上総利益 14,533 14,802

販売費及び一般管理費 10,759 11,022

営業利益 3,774 3,780

営業外収益   

受取利息 8 9

受取配当金 101 101

その他 176 175

営業外収益合計 286 286

営業外費用   

支払利息 0 0

その他 68 67

営業外費用合計 68 67

経常利益 3,991 3,999

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 31 39

特別損失合計 31 39

税金等調整前四半期純利益 3,960 3,959

法人税等 1,681 1,563

少数株主損益調整前四半期純利益 2,279 2,396

四半期純利益 2,279 2,396



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,279 2,396

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △147 △702

その他の包括利益合計 △147 △702

四半期包括利益 2,132 1,693

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,132 1,693

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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