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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 14,854 13.5 1,668 94.2 1,691 106.7 550 24.7
25年3月期第3四半期 13,084 9.2 858 100.6 818 104.6 441 302.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 432百万円 （31.8％） 25年3月期第3四半期 328百万円 （6.4％）

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

26年3月期第3四半期 23.60 ―
25年3月期第3四半期 18.93 ―

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

26年3月期第3四半期 23,638 10,668 42.5 430.15
25年3月期 22,747 9,809 40.9 398.52
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 10,035百万円 25年3月期 9,299百万円

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 ： 有 
 

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

25年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 7.00 7.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 有  

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 19,500 12.8 1,970 92.7 2,000 98.0 700 23.2 30.00



(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予想等の将来に関する記述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作成したものであり、実際の業績等は、今
後さまざまな要因によって大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は添付資料２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業
績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 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
②①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） 26年3月期3Q 24,150,000 株 25年3月期 24,150,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 819,911 株 25年3月期 814,735 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 23,332,966 株 25年3月期3Q 23,336,576 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和政策により円安・株高が進行、また各種経済対策の

効果もあり景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。建築材料業界におきましては、住宅取得支援策及び消費

増税前の駆け込み需要等により住宅投資は増加傾向で推移、設備投資も企業業績回復を背景に一部持ち直しの動き

がみられるようになりました。 

 このような状況のなか、当第３四半期連結累計期間の売上高は148億54百万円（前年同期比13.5％増加）となり

ました。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92億15百万円（前年同期比13.7％増加）、住宅用軽量外壁材は20億69百万円（前年同期比43.9％増加）となり、

押出成形セメント製品関連合計では112億84百万円（前年同期比18.2％増加）に、耐火被覆等は10億７百万円（前

年同期比12.0％増加）、スレート関連は８億16百万円（前年同期比2.5％減少）となりました。 

 利益面については、主力である押出成形セメント製品が伸長したことに加え、生産性の向上、製造原価低減並び

に販売費及び一般管理費の削減に努めました結果、営業利益は16億68百万円（前年同期比94.2％増加）、経常利益

は16億91百万円（前年同期比106.7％増加）となりました。四半期純利益は、減損損失８億10百万円、投資有価証

券売却益53百万円を計上したこと等により、５億50百万円（前年同期比24.7％増加）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 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受取手形及び

売掛金が６億47百万円、未成工事支出金が４億83百万円、現金及び預金が１億40百万円増加したこと等から、94億

73百万円（前連結会計年度末と比較して13億95百万円増加）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３億86百万円増加したものの、主として減損損失の計上により有形固定資産が７億83百万円

減少したこと等から、141億64百万円（前連結会計年度末と比較して５億４百万円減少）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８億90百万円増加し236億38百万円となりました。 

 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短期借入金が２億45百万円減

少したものの、支払手形及び買掛金が８億３百万円増加したこと等から、63億４百万円（前連結会計年度末と比較

して９億24百万円増加）となりました。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ長期借入金が６億85百万円減

少したこと等から、66億65百万円（前連結会計年度末と比較して８億92百万円減少）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31百万円増加し129億69百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が９億79百万円増加

したこと等から、106億68百万円（前連結会計年度末と比較して８億59百万円増加）となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の当社連結業績予想につきましては、本日（平成26年２月７日）公表の「平成26年３月期業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

   

（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（注記事項）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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,131,079 3,271,333

受取手形及び売掛金 3,393,187 4,040,331

商品及び製品 404,730 492,859

原材料及び貯蔵品 119,449 140,732

未成工事支出金 77,161 560,549

その他 989,502 970,561

貸倒引当金 △36,674 △2,736

流動資産合計 8,078,435 9,473,630

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,345,602 2,257,227

機械装置及び運搬具（純額） 1,870,677 2,004,768

土地 7,284,080 6,473,766

建設仮勘定 32,063 24,437

その他（純額） 291,676 280,188

有形固定資産合計 11,824,099 11,040,388

無形固定資産 13,842 12,578

投資その他の資産   

投資有価証券 1,855,907 2,242,779

その他 1,036,162 953,997

貸倒引当金 △60,572 △84,793

投資その他の資産合計 2,831,497 3,111,983

固定資産合計 14,669,439 14,164,950

資産合計 22,747,875 23,638,580
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,337,634 3,141,165

短期借入金 1,700,000 1,455,000

未払法人税等 373,080 429,520

賞与引当金 231,000 129,500

その他 738,209 1,148,933

流動負債合計 5,379,924 6,304,119

固定負債   

長期借入金 3,500,000 2,815,000

再評価に係る繰延税金負債 1,995,317 1,707,038

退職給付引当金 1,484,074 1,592,972

資産除去債務 13,290 13,381

その他 566,174 537,471

固定負債合計 7,558,856 6,665,864

負債合計 12,938,781 12,969,983

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 1,652,777 2,632,188

自己株式 △47,028 △48,716

株主資本合計 5,525,321 6,503,044

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 302,774 492,248

土地再評価差額金 3,422,930 2,900,936

為替換算調整勘定 48,521 139,231

その他の包括利益累計額合計 3,774,226 3,532,417

少数株主持分 509,546 633,135

純資産合計 9,809,093 10,668,597

負債純資産合計 22,747,875 23,638,580
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 13,084,490 14,854,617

売上原価 9,176,969 10,059,869

売上総利益 3,907,521 4,794,748

販売費及び一般管理費 3,048,609 3,126,339

営業利益 858,912 1,668,409

営業外収益   

受取利息 1,627 1,616

受取配当金 30,018 33,538

為替差益 － 83,000

貸倒引当金戻入額 － 937

その他 114,238 29,926

営業外収益合計 145,885 149,019

営業外費用   

支払利息 59,395 52,269

その他 127,081 74,026

営業外費用合計 186,477 126,295

経常利益 818,320 1,691,132

特別利益   

固定資産売却益 － 632

投資有価証券売却益 － 53,251

特別利益合計 － 53,883

特別損失   

固定資産除却損 24,298 16,881

投資有価証券評価損 14,480 －

減損損失 － 810,000

特別損失合計 38,779 826,881

税金等調整前四半期純利益 779,541 918,135

法人税、住民税及び事業税 353,001 634,369

法人税等調整額 29,820 △306,245

法人税等合計 382,821 328,124

少数株主損益調整前四半期純利益 396,719 590,011

少数株主利益又は少数株主損失（△） △44,946 39,252

四半期純利益 441,665 550,759
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 396,719 590,011

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △65,161 189,474

土地再評価差額金 － △521,993

為替換算調整勘定 △3,432 175,046

その他の包括利益合計 △68,593 △157,472

四半期包括利益 328,125 432,538

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 374,727 308,950

少数株主に係る四半期包括利益 △46,601 123,588
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 該当事項はありません。     

   

 該当事項はありません。   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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32,610千円であり、前年同期比2,042千円の増加となっ
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 

  

 区 分 

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24年４月１日 (自 平成25年４月１日 

 至 平成24年12月31日)  至 平成25年12月31日) 

 押出成形セメント製品  6,055,534 千円  7,114,824 千円  1,059,290 千円 

 スレート関連  501,625    542,783    41,158   

 その他  62,571    65,174    2,603   

合計  6,619,731    7,722,783    1,103,051   

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24年４月１日 (自 平成25年４月１日 

   至 平成24年12月31日)  至 平成25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  1,265,646  1,017,770  863,031  757,140  △402,615  △260,630

 スレート工事  62,477  30,450  35,420  28,390  △27,057  △2,060

 耐火被覆等工事  1,253,020  655,703  1,048,942  333,924  △204,078  △321,779

 その他工事  397,536  315,316  544,818  465,016  147,281  149,699

合計  2,978,681  2,019,240  2,492,211  1,584,470  △486,470  △434,770

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24年４月１日 （自 平成25年４月１日 

区 分    至 平成24年12月31日)   至 平成25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               9,544,882                 11,284,395             1,739,513

(内、アスロック)               (8,107,442)                (9,215,353)             (1,107,910)

(内、住宅用軽量外壁材)              (1,437,439)                 (2,069,042)              (631,603)

スレート関連                837,272                   816,510               △20,761

耐火被覆等                 899,751                 1,007,633     107,882

その他               1,772,016                 1,713,466             △58,549

計              13,053,922               14,822,007             1,768,084

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24年４月１日  (自 平成25年４月１日  

 至 平成24年12月31日)   至 平成25年12月31日)  

金 額 割合  金 額  割合 金 額 

 積水ハウス㈱   3,192,904 千円  24.4 ％  4,039,995 千円  27.2 ％  847,091 千円 

 伊藤忠建材㈱  1,397,912  10.7    1,565,645    10.5    167,733   

株式会社ノザワ(5237)　平成26年３月期　第３四半期決算短信

-8-




