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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 11,985 9.0 428 181.2 400 439.3 109 ―
23年3月期第3四半期 10,998 △13.2 152 △70.9 74 △82.8 △57 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 308百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △52百万円 （―％）

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 4.70 ―
23年3月期第3四半期 △2.44 ―

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 21,882 8,755 37.8 354.38
23年3月期 20,100 8,003 39.8 342.94
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,270百万円 23年3月期  8,003百万円

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   

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 ― ― ― 2.00 2.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 2.00 2.00

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 16,400 7.8 550 155.4 430 276.3 190 ― 8.14



(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Ｐ.2 
「２.サマリー情報（その他）に関する情報（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」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ます。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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料
Ｐ.2「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 1社 （社名）
野澤積水好施新型建材（瀋陽）有限公
司

、 除外 ―社 （社名）

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 24,150,000 株 23年3月期 24,150,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 812,209 株 23年3月期 811,561 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 23,338,320 株 23年3月期3Q 23,339,603 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から持ち直しの動きがみられたものの、

電力供給の問題、欧州の財政問題に端を発した海外経済の減速、長期化する円高の影響により、景気の先行きは不

透明な状況で推移致しました。建築材料業界におきましても、新設住宅着工戸数は回復の兆しがみられたものの依

然として低水準で推移しており、設備投資の先送り、企業間競争の激化等引き続き厳しい状況が続いております。

 このような状況のなか、当社グループの単一の報告セグメントである建築材料関連事業の品種別の売上高につい

ては、押出成形セメント製品関連では、主力の押出成形セメント板「アスロック」は72億81百万円（前年同四半期

比12.0％増加）、住宅用軽量外壁材は13億６百万円（前年同四半期比14.0％増加）となりましたが、スレート関連

は８億68百万円（前年同四半期比0.4％減少）、耐火被覆工事は６億38百万円（前年同四半期比21.2％減少）、石

綿除去工事は２億38百万円（前年同四半期比31.7％減少）となりました。この結果、当第３四半期連結累計期間の

売上高は119億85百万円（前年同四半期比9.0％増加）となりました。 

 利益面については、増産効果及び生産性の向上や製造原価低減、業務の効率化を強力に推進したこと等から、営

業利益は４億28百万円（前年同四半期比181.2％増加）、経常利益は４億円（前年同四半期比439.3％増加）となり

ました。四半期純利益は、投資有価証券評価損59百万円の計上及び法人税率の変更に伴う繰延税金資産の取崩しに

よる税金費用の増加額53百万円等により、１億９百万円（前年同四半期は57百万円の四半期純損失）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における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金

が６億63百万円増加、受取手形及び売掛金が８億68百万円増加、未成工事支出金が２億21百万円増加したこと等に

より82億36百万円（前連結会計年度末と比較して17億59百万円増加）となりました。固定資産の残高は、前連結会

計年度末に比べ投資有価証券が１億42百万円減少しましたが、有形固定資産では建設仮勘定が４億77百万円増加し

たこと等から、136億45百万円（前連結会計年度末と比較して22百万円増加）となりました。この結果、総資産

は、前連結会計年度末に比べ17億81百万円増加し218億82百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が２億30

百万円増加、短期借入金が３億41百万円増加したこと等から、57億65百万円（前連結会計年度末と比較して７億16

百万円増加）となりました。固定負債の残高は、法人税率の変更に伴い再評価に係る繰延税金負債が２億82百万円

減少、長期借入金が６億13百万円増加したこと等から、73億61百万円（前連結会計年度末と比較して３億13百万円

増加）となりました。この結果、負債の合計額は、前連結会計年度末に比べ10億30百万円増加し131億26百万円と

なりました。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、中国遼寧省瀋陽市に押出成形セメント板の製造を目的と

した会社を積水ハウス㈱と合弁で設立したことにより少数株主持分４億84百万円及び法人税率の変更に伴い土地再

評価差額金２億82百万円を計上したこと等から、87億55百万円（前連結会計年度末と比較して７億51百万円増加）

となりました。     

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績につきましては、現時点では平成23年11月11日に公表致しました連結業績予想と変更はありません。

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実

際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当社は、平成23年５月27日に、積水ハウス㈱と中国において、押出成形セメント板の製造を目的とした合弁会

社、「野澤積水好施新型建材（瀋陽）有限公司」を設立しました。   

  

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
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,813,046 2,476,275

受取手形及び売掛金 3,398,562 4,267,553

商品及び製品 327,502 329,512

原材料及び貯蔵品 79,675 94,029

未成工事支出金 242,810 464,315

その他 632,019 615,718

貸倒引当金 △16,806 △11,096

流動資産合計 6,476,809 8,236,308

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,557,275 2,458,816

機械装置及び運搬具（純額） 882,189 747,343

土地 7,284,080 7,284,080

建設仮勘定 18,406 495,863

その他（純額） 187,812 186,086

有形固定資産合計 10,929,765 11,172,191

無形固定資産 15,048 15,077

投資その他の資産   

投資有価証券 1,453,945 1,311,928

その他 1,270,999 1,179,859

貸倒引当金 △46,943 △33,592

投資その他の資産合計 2,678,001 2,458,195

固定資産合計 13,622,815 13,645,464

繰延資産 520 260

資産合計 20,100,145 21,882,032
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（単位：千円）

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 2,372,485 2,602,636

短期借入金 1,663,000 2,004,000

未払法人税等 80,011 111,384

賞与引当金 179,120 115,500

その他 753,940 931,927

流動負債合計 5,048,557 5,765,448

固定負債   

社債 10,000 －

長期借入金 2,842,000 3,455,000

再評価に係る繰延税金負債 2,277,849 1,995,317

退職給付引当金 1,371,349 1,389,840

資産除去債務 13,050 13,139

その他 533,738 508,124

固定負債合計 7,047,987 7,361,421

負債合計 12,096,545 13,126,870

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,449,000 2,449,000

資本剰余金 1,470,572 1,470,572

利益剰余金 967,539 1,030,501

自己株式 △46,626 △46,703

株主資本合計 4,840,486 4,903,369

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,715 △35,770

為替換算調整勘定 － △20,049

土地再評価差額金 3,140,398 3,422,930

その他の包括利益累計額合計 3,163,113 3,367,110

少数株主持分 － 484,681

純資産合計 8,003,600 8,755,161

負債純資産合計 20,100,145 21,882,032
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（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：千円）

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 10,998,481 11,985,949

売上原価 7,941,936 8,546,476

売上総利益 3,056,544 3,439,472

販売費及び一般管理費 2,904,249 3,011,206

営業利益 152,294 428,265

営業外収益   

受取利息 2,082 1,559

受取配当金 27,705 27,064

受取保険金 8,657 38,053

為替差益 － 31,104

貸倒引当金戻入額 － 8,833

その他 22,937 19,327

営業外収益合計 61,383 125,941

営業外費用   

支払利息 71,488 59,363

支払手数料 24,353 48,062

その他 43,657 46,746

営業外費用合計 139,499 154,172

経常利益 74,179 400,034

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,446 －

特別利益合計 9,446 －

特別損失   

固定資産除却損 2,252 5,180

投資有価証券評価損 42,799 59,573

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,927 －

特別損失合計 53,978 64,753

税金等調整前四半期純利益 29,647 335,280

法人税、住民税及び事業税 34,014 139,506

法人税等調整額 52,662 74,123

法人税等合計 86,677 213,630

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△57,030 121,650

少数株主利益 － 12,012

四半期純利益又は四半期純損失（△） △57,030 109,638
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（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：千円）

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△57,030 121,650

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,037 △58,485

為替換算調整勘定 － △37,380

土地再評価差額金 － 282,532

その他の包括利益合計 4,037 186,666

四半期包括利益 △52,992 308,316

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △52,992 313,635

少数株主に係る四半期包括利益 － △5,318
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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） 

 該当事項はありません。   

   

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） 

 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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（１）生産、受注及び販売の状況 
  
  ① 生産の状況 

当第３四半期連結累計期間における単一の報告セグメントである建築材料関連事業の品種別生産実績は次のとお
りです。なお、その他の事業の生産はありません。 

  

（注）１ 金額は製造価格によります。  
    ２ 上記の金額には消費税等は含まれていません。 
  
② 受注の状況 

当第３四半期連結累計期間における単一の報告セグメントである建築材料関連事業のうち、工事の受注状況は次
のとおりです。なお、製商品については受注生産によらず、主として見込み生産を行っております。 
また、その他の事業の受注はありません。 
     

（注） 上記の金額には消費税等は含まれていません。  
  
③ 販売の状況 

当第３四半期連結累計期間における単一の報告セグメントである建築材料関連事業の品種別販売実績は次のとお
りです。 
  

なお、その他の事業の販売実績は、当第３四半期連結累計期間29,498千円であり、前年同四半期比△4,987千円
となっております。  

  

（注）１ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は上記のとおりです。  
    ２  上記の金額には消費税等は含まれていません。   

４．補足情報

期 別 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

増 減   （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 

区 分    至 平成22年12月31日）    至 平成23年12月31日） 

押出成形セメント製品 4,767,574 千円 5,440,616 千円 673,041 千円 

スレート関連 477,621   535,813   58,192   

その他 48,159   52,820   4,660   

合計 5,293,356   6,029,250   735,894   

期 別 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

増 減   （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 

     至 平成22年12月31日）    至 平成23年12月31日） 

区 分 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

  千円 千円 千円 千円 千円 千円

押出成形セメント製品工事 750,287   572,963 944,659 720,749 194,371 147,786

スレート工事 124,552 15,675 88,070 39,933 △36,482 24,258

耐火被覆工事 907,086 549,001 757,950 504,996 △149,136 △44,005

石綿除去工事 492,108 184,356 274,684 64,067 △217,424 △120,288

その他工事 584,508 459,842 832,844 771,040 248,335 311,197

合計 2,858,544 1,781,839 2,898,208 2,100,787 39,664 318,948

期 別 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

増 減   （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 

区 分   至 平成22年12月31日）   至 平成23年12月31日） 

建築材料関連事業 千円 千円 千円

押出成形セメント製品関連 7,649,257 8,587,658 938,400

スレート関連 871,491 868,397 △3,094

耐火被覆 809,937 638,062 △171,875

石綿除去 348,830 238,107 △110,723

その他 1,284,478 1,624,225 339,747

計 10,963,995 11,956,450 992,454

相手先 

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

増 減 （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 

  至 平成22年12月31日）   至 平成23年12月31日） 

金  額 割合 金  額 割合 金  額 

積水ハウス㈱  1,577,982千円  14.3％ 2,713,255 千円  22.6 ％  1,135,273千円 

伊藤忠建材㈱  1,389,206  12.6  1,229,424  10.3  △159,781
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