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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 35,969 2.1 632 8.4 188 △18.5 △581 ―
24年3月期 35,237 △4.0 582 △9.4 231 18.9 489 ―

（注）包括利益 25年3月期 △468百万円 （―％） 24年3月期 489百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 △7.49 ― △8.1 0.4 1.8
24年3月期 6.31 ― 6.8 0.5 1.7

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △19百万円 24年3月期  30百万円

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 43,853 6,986 15.9 89.99
24年3月期 44,439 7,454 16.8 96.02

（参考） 自己資本   25年3月期  6,986百万円 24年3月期  7,454百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 1,814 △644 △852 3,065
24年3月期 1,170 432 △1,644 2,593

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 18,000 7.0 350 ― 150 ― 50 ― 0.64
通期 38,000 5.7 1,000 58.2 500 166.0 200 ― 2.58



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 有
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 77,780,000 株 24年3月期 77,780,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 147,313 株 24年3月期 143,397 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 77,635,128 株 24年3月期 77,639,546 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 17,575 △2.9 489 △13.9 120 △41.6 △621 ―
24年3月期 18,100 △11.4 568 24.0 205 191.6 510 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 △8.00 ―
24年3月期 6.57 ―

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 31,342 6,621 21.1 85.29
24年3月期 31,978 7,137 22.3 91.93

（参考） 自己資本 25年3月期  6,621百万円 24年3月期  7,137百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
  この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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 
  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２ページ「経営成績
に関する分析」をご覧ください。 
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    １）当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年末の政権交代を契機に、新政権の経済政策への期待から円

安や株高が進行し、個人消費にも明るい兆しは見られたものの、長引く欧州金融問題や新興国経済の成長

鈍化等の影響により景気の停滞を余儀なくされました。 

当社グループの主な事業領域である建設・建材業界におきましては、一部に震災復興関連の需要はある

ものの、建設労働者不足などによる工期の遅れや、厳しい受注・価格競争下での事業運営が続きました。

一方、工業製品・エンジニアリング事業領域である造船および鉄鋼業界におきましては、昨年末まで続い

た円高の影響により安価な海外調達品との価格競争にさらされ、引き続き需要は低迷いたしました。

また、電力・プラント業界におきましては、原子力発電所の稼働停止を受けた電力不足解消への対応とし

て、火力発電所の能力増強が図られ、需要は堅調に推移いたしました。 

このような状況のなか、当社グループは平成23年度からの３ヵ年の中期経営計画「ＲＥＡＬＩＺＥ（リ

アライズ）」の２年目を迎え、各事業における営業力の強化を図るとともに、固定費の削減に注力し、業

績の改善に努めてまいりました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は完成工事高15,116百万円を含み35,969百万円（前期比2.1％増

収）、営業利益は632百万円（前期比8.4％増益）、経常利益は188百万円（前期比18.5％減益）となりまし

た。 

終損益につきましては、特別利益として投資有価証券売却益の計上がありましたが、特別損失として

海外子会社の事業所閉鎖損失等を計上した結果、当期純損失は581百万円（前期は489百万円の当期純利

益）となりました。 

  

セグメント別の状況は次のとおりであります。 

  

     （建設・建材事業） 

材料販売につきましては、厳しい価格競争の中、主力商品であります けい酸カルシウム板の販売数量は

前期並みとなりましたが、高付加価値商品である化粧板は表面性能を抗菌仕様に切り替え、学校や特養施

設等への引き合いが増加したこともあり、販売数量を大きく伸ばしました。 

耐火二層管につきましては、首都圏および大阪地区において前期並みの販売数量となりましたが、その

他地域では販売が低迷し、販売数量としては前期より減少いたしました。 

材料販売全体の売上高は11,888百万円と、前期に比し0.2％の増収となりました。 

工事につきましては、労務費の高止まりや受注競争の激化等の影響もあり、完成工事高は3,828百万円

と、前期に比し0.2％の減収となりました。 

以上の結果、材料販売および工事を合わせた建設・建材事業全体の売上高は15,735百万円と、前期に比

し0.0％の増収となりました。 

  

     （工業製品・エンジニアリング事業） 

材料販売につきましては、火力発電所向け非金属製伸縮継手や保温保冷断熱材が堅調に推移いたしまし

たが、造船業界や鉄鋼業界の設備投資抑制による需要の低迷を補うまでには至りませんでした。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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自動車関連につきましては、二輪車向けのブレーキライニングはインドネシアにおけるローン規制等の

影響により減少したものの、国内の軽四輪車向けは好調を維持いたしました。 

また、その他製品として、ガスケットおよびクラッチフェーシングなどの大型車向け製品は新興国向け

を中心として堅調に推移し、前期並みとなりました。 

材料販売全体の売上高は8,923百万円と、前期に比し3.3％の減収となりました。 

工事につきましては、期初は顧客企業の設備投資が徐々に動き出し受注高は回復しつつありましたが、

年末にかけ、景気の先行き不透明感から受注高の回復は足踏み状態となりました。 

しかし、完成工事高は大型工事の完成もあり、11,287百万円と、前期に比し10.1％の増収となりました。 

以上の結果、材料販売および工事を合わせた工業製品・エンジニアリング事業全体の売上高は20,211百

万円と、前期に比し3.7％の増収となりました。 

  

     （その他） 

不動産賃貸収入につきましては、売上高は22百万円と、前期に比し2.6％の増収となりました。 

  

２）次期の見通し 

今後の経済見通しにつきましては、政府の経済政策や日銀の金融緩和により、輸出産業を中心として円

安メリットを享受する一方で、世界的に上昇傾向にある発電燃料や原材料の購入費用が今まで以上に膨ら

むことが予想され、当社グループ関連の市場においても、依然として厳しい状況が続くものと思われま

す。 

当社グループは、強固な経営基盤を構築するため、経営体質の一層の強化に取り組み、収益力の向上に

努めてまいります。 

平成26年３月期通期の連結業績予想につきましては、売上高38,000百万円、営業利益1,000百万円、経常

利益500百万円、当期純利益200百万円と見込んでおります。 

  

  1）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、376百万円増加し、21,747百万円となりました。これは受取手

形及び売掛金の増加482百万円、未成工事支出金の増加591百万円に対し、完成工事未収入金の減少196百万

円、商品及び製品の減少265百万円等によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、962百万円減少し、22,106百万円となりました。これは有形固

定資産が592百万円、投資その他の資産が539百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、586百万円減少し、43,853百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、306百万円減少し、21,620百万円となりました。これは未成工

事受入金の増加444百万円に対し、短期借入金の減少710百万円等によるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、188百万円増加し、15,245百万円となりました。これは退職給

付引当金の増加344百万円に対し、リース債務の減少112百万円等によるものです。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて117百万円減少し、36,866百万円となりました。 

（２）財政状態に関する分析
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（純資産） 

  純資産は、前連結会計年度末に比べて468百万円減少し、6,986百万円となりました。これは利益剰余金

が573百万円減少したこと等によるものです。 

  2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて471百万円増加

し、3,065百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、減価償却費1,031百万円、退職給付引当金の増加

332百万円、支払利息の増加406百万円等により、1,814百万円増加（前期は1,170百万円の増加）となりま

した。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入137百万円に対し、

有形固定資産の取得による支出321百万円、貸付けによる支出458百万円等により、644百万円減少（前期は

432百万円の増加）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入れによる収入4,265百万円に対し、短期借

入金の純減額1,156百万円、長期借入金の返済による支出3,832百万円等により、852百万円減少（前期は

1,644百万円の減少）となりました。 

  

   (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率                      ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率          ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている 

    すべての負債を対象としております。 

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

自己資本比率           （％） 16.8 17.5 15.8 16.8 15.9

時価ベースの自己資本比率     （％） 10.5 12.2 17.4 15.5 17.0

キャッシュ・フロー            

対有利子負債比率         （年）
- 14.9 - 16.8 10.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） - 3.0 - 2.7 4.4
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当社は、健全な企業活動による利益の確保と拡大を目指し、安定した収益に基づきその一部を配当とし

て株主の皆様に還元することを基本方針としております。当期の配当につきましては、業績の向上に鋭意

努めてまいりましたが、当期の業績を勘案いたしまして、誠に申し訳なく存じますが無配とさせていただ

きます。 

また、次期の配当につきましては、業績および今後の見通しなどを勘案した結果、誠に申し訳なく存じ

ますが無配とさせていただく予定であります。 

  

近の有価証券報告書（平成24年６月29日提出）における「事業の内容」および「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため、記載を省略しております。 

当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.aa-material.co.jp 

  

当社グループは、「建材に関する生産、化粧加工、施工の技術」と「熱、音、その他のエネルギーをコ

ントロールする技術」をもとに、安全で安心でき、快適な場を創造する事業を通じて、生活環境と社会基

盤の充実ならびに産業の発展に貢献する企業グループになることを目指しております。その実現のため

に、下記の方針により企業活動を展開していきます。 

１）お客様や市場の声を敏感に受け止め、商品と技術のレベルを高めるとともに、新商品・新事業の研

究・開発、探索・導入、そして市場投入を絶え間なく継続し、お客様に信頼感を持っていただける

商品や技術を提供し続けます。 

２）研究・開発の促進、技術力の向上ならびに管理手法の改善に全力を挙げて取り組むとともに、各事

業が、その商品力と営業力の強化ならびにコスト削減により収益性を一層高めて、グループの活性

維持と持続的発展に努めます。 

３）的確な企業統治と内部統制のシステムを確立し、その機能の充実を図ることにより、経営の質的レ

ベルアップを図り、社外の様々な関係者からみての安心感・安定感を高めます。 

４）環境と社会への責任を強く意識し、全ての企業活動において環境保全と改善に配慮するとともに、

法と社会秩序を遵守しつつ、企業市民としてより良い社会の実現を目指し、社会への貢献に努めま

す。 

  

今後のわが国の経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和により、輸出産業を中心として円安メリット

を享受する一方で、世界的に上昇傾向にある発電燃料や原材料の購入費用が今まで以上に膨らむことが予

想され、難しい局面を迎えると思われます。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

２．企業集団の状況

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題
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当社グループは、中期ビジョンとその達成に向けた道標としての中期経営計画「ＲＥＡＬＩＺＥ（リア

ライズ）」の 終年度を迎え、当社グループの保有する「熱、音、その他のエネルギーをコントロールす

る技術」を強みとして、製品、経営、人材などにおいて企業活動の品質を高める「収益力のある、強い会

社」への変革を目指しております。 

事業別には、建設・建材事業におきましては、主力商品であるけい酸カルシウム板の安定収益の確保は

もちろん、高付加価値商品であるセメント板および化粧板の拡販を実施することにより、収益力の強化を

図ってまいります。 

工業製品・エンジニアリング事業におきましては、工業製品事業の事業再構築を推進するとともに、自

動車関連では、二輪車用ブレーキライニング事業を行うインドネシアの子会社２社を合併により１社体制

とし、事業効率化のスピードアップを図ってまいります。また、高熱処理材搬送用ロールおよび非金属製

伸縮継手などの海外市場における事業展開の拡大を推進してまいります。 

研究開発におきましては、顧客ニーズの多様化に対応した省エネルギー製品および環境エネルギー関連

ならびに産業廃棄物を有効利用するための開発を積極的に進めてまいります。 

当社は、保有する遊休土地の有効活用を従来より模索しておりましたが、このたび茨城県石岡市の工場

跡地約14ヘクタールのうち、およそ半分の７ヘクタールを太陽光発電事業者に貸与することといたしまし

た。今後も収益向上に貢献するべく資産の有効活用を進めてまいります。 

当社グループは、株主の皆様にとっての企業価値を高め持続的成長を図るため、コーポレート・ガバナ

ンスの強化が重要な課題であると認識しており、内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき、内

部統制システムの整備・運用に注力してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,607 3,080

受取手形及び売掛金 7,206 7,689

完成工事未収入金 3,622 3,425

商品及び製品 3,247 2,981

仕掛品 218 178

原材料及び貯蔵品 485 535

未成工事支出金 2,840 3,431

その他 1,151 574

貸倒引当金 △9 △148

流動資産合計 21,370 21,747

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,386 7,496

減価償却累計額 △5,721 △5,858

建物及び構築物（純額） 1,665 1,637

機械装置及び運搬具 15,213 14,158

減価償却累計額 △12,979 △12,181

機械装置及び運搬具（純額） 2,233 1,976

土地 16,748 16,542

リース資産 917 921

減価償却累計額 △202 △323

リース資産（純額） 714 597

建設仮勘定 1 0

その他 1,333 1,168

減価償却累計額 △1,260 △1,077

その他（純額） 73 90

有形固定資産合計 21,437 20,844

無形固定資産   

のれん － 249

その他 111 31

無形固定資産合計 111 280

投資その他の資産   

投資有価証券 978 682

長期貸付金 233 54

その他 390 344

貸倒引当金 △83 △100

投資その他の資産合計 1,519 980

固定資産合計 23,068 22,106

資産合計 44,439 43,853
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,726 5,730

短期借入金 12,306 11,595

未払法人税等 117 161

賞与引当金 139 194

完成工事補償引当金 3 3

受注工事損失引当金 － 102

未払費用 1,678 1,441

未成工事受入金 1,360 1,805

その他 595 584

流動負債合計 21,927 21,620

固定負債   

長期借入金 7,374 7,365

リース債務 595 482

繰延税金負債 46 77

再評価に係る繰延税金負債 3,659 3,654

退職給付引当金 2,602 2,947

役員退職慰労引当金 161 －

長期未払金 － 117

その他 617 599

固定負債合計 15,057 15,245

負債合計 36,984 36,866

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,889 3,889

利益剰余金 2,933 2,360

自己株式 △15 △15

株主資本合計 6,807 6,233

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 83 140

繰延ヘッジ損益 △63 △3

土地再評価差額金 646 637

為替換算調整勘定 △19 △22

その他の包括利益累計額合計 647 752

少数株主持分 － 0

純資産合計 7,454 6,986

負債純資産合計 44,439 43,853
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

商品及び製品売上高 21,090 20,812

完成工事高 14,093 15,116

その他の営業収入 53 40

売上高合計 35,237 35,969

売上原価   

商品及び製品売上原価 15,238 15,111

完成工事原価 12,361 13,298

その他の営業支出 20 19

売上原価合計 27,620 28,428

売上総利益 7,617 7,540

販売費及び一般管理費 7,034 6,908

営業利益 582 632

営業外収益   

受取利息 31 30

受取配当金 89 24

持分法による投資利益 30 －

為替差益 － 24

その他 119 91

営業外収益合計 271 171

営業外費用   

支払利息 429 406

持分法による投資損失 － 19

シンジケートローン手数料 86 94

コミットメントライン設定費用 75 67

その他 30 27

営業外費用合計 622 614

経常利益 231 188

特別利益   

固定資産売却益 57 16

関係会社株式売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 126

段階取得に係る差益 － 104

特別利益合計 57 247
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 16 6

減損損失 208 291

事業構造改革損失 173 －

会員権評価損 1 34

石綿健康障害補償金 50 －

災害による損失 46 －

事業所閉鎖損失 － 555

特別損失合計 496 887

税金等調整前当期純損失（△） △207 △450

法人税、住民税及び事業税 86 135

法人税等調整額 △784 △4

法人税等合計 △697 130

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

489 △581

少数株主損失（△） － △0

当期純利益又は当期純損失（△） 489 △581
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

489 △581

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4 57

繰延ヘッジ損益 △24 59

土地再評価差額金 37 －

為替換算調整勘定 － 18

持分法適用会社に対する持分相当額 △8 △21

その他の包括利益合計 △0 113

包括利益 489 △468

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 489 △468

少数株主に係る包括利益 － △0
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,889 3,889

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,889 3,889

利益剰余金   

当期首残高 2,358 2,933

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 489 △581

土地再評価差額金の取崩 85 8

当期変動額合計 575 △573

当期末残高 2,933 2,360

自己株式   

当期首残高 △15 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △15 △15

株主資本合計   

当期首残高 6,232 6,807

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 489 △581

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 85 8

当期変動額合計 575 △573

当期末残高 6,807 6,233

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 88 83

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 57

当期変動額合計 △4 57

当期末残高 83 140

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △38 △63

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24 59

当期変動額合計 △24 59

当期末残高 △63 △3
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

土地再評価差額金   

当期首残高 694 646

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 △8

当期変動額合計 △48 △8

当期末残高 646 637

為替換算調整勘定   

当期首残高 △10 △19

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 △3

当期変動額合計 △8 △3

当期末残高 △19 △22

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 733 647

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86 104

当期変動額合計 △86 104

当期末残高 647 752

少数株主持分   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 － 0

純資産合計   

当期首残高 6,966 7,454

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 489 △581

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 85 8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86 105

当期変動額合計 488 △468

当期末残高 7,454 6,986
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △207 △450

減価償却費 1,255 1,031

のれん償却額 － 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △55 156

賞与引当金の増減額（△は減少） 92 55

退職給付引当金の増減額（△は減少） 250 332

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30 △161

受取利息及び受取配当金 △120 △55

支払利息 429 406

持分法による投資損益（△は益） △30 19

有形固定資産売却損益（△は益） △50 △16

有形固定資産除却損 10 6

減損損失 208 291

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △126

段階取得に係る差損益（△は益） － △104

石綿健康障害補償金 50 －

災害による損失 46 －

事業所閉鎖損失 － 555

事業構造改革損失 173 －

売上債権の増減額（△は増加） △937 △405

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,093 △234

その他の流動資産の増減額（△は増加） △141 423

仕入債務の増減額（△は減少） 1,102 △8

その他の流動負債の増減額（△は減少） 739 266

その他 △91 178

小計 1,660 2,179

利息及び配当金の受取額 119 135

利息の支払額 △430 △408

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △128 △92

石綿健康障害補償金の支払額 △50 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,170 1,814

（株）エーアンドエーマテリアル（5391）平成25年３月期決算短信

14



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △13 △31

定期預金の払戻による収入 22 31

有形固定資産の取得による支出 △685 △321

有形固定資産の売却による収入 1,267 33

投資有価証券の取得による支出 △9 △9

投資有価証券の売却による収入 0 137

貸付けによる支出 △311 △458

貸付金の回収による収入 113 50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △99

その他 49 23

投資活動によるキャッシュ・フロー 432 △644

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 494 △1,156

長期借入れによる収入 3,106 4,265

長期借入金の返済による支出 △4,621 △3,832

社債の償還による支出 △500 －

その他 △123 △129

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,644 △852

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42 332

現金及び現金同等物の期首残高 2,635 2,593

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 138

現金及び現金同等物の期末残高 2,593 3,065
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該当事項はありません。 

  

   １  連結の範囲に関する事項 

   (1) 連結子会社の数               13社 

   (2) 連結子会社の名称 

   アスク・サンシンエンジニアリング㈱ 

   ㈱アスクテクニカ 

   朝日珪酸工業㈱ 

   ㈱コウメン 

   ㈱甲斐エンジニアリング 

   ㈱アスクエージェンシー 

   関東浅野パイプ㈱ 

   ㈱エーアンドエー茨城 

   ㈱エーアンドエー大阪 

   ㈱エーアンドエー名古屋 

   エーアンドエー工事㈱ 

   (3) 非連結子会社の名称 

   アスクシンガポール 

   アスク沖縄㈱ 

   アスクエンジニアリングマレーシア 

   (4) 非連結子会社について 

   連結の範囲から除いた理由 

上記非連結子会社はいずれも小規模会社であり、３社合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等の連結財務諸表に及ぼす影響が少ないため、連結の範囲から除外しております。 

  

   ２  持分法の適用に関する事項 

   (1) 持分法を適用した非連結子会社数      １社 

   会社等の名称 

   アスクシンガポール 

  

（５）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)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

     明鴻アスク（P.T.Ming Horng＆Asktechnica Industrial）

     サトナスウタマ（P.T.Satonas Utama）

なお、当連結会計年度より、株式を追加取得した明鴻アスク(P.T.Ming Horng＆Asktechnica Industrial)

及び重要性が増したサトナスウタマ(P.T.Satonas Utama)を連結の範囲に含めております。

当連結会計年度より、当社の非連結子会社であったサトナスウタマ(P.T.Satonas Utama)は、連結の範囲に

含めることとなったため持分法の適用範囲から除外しております。

また、四国浅野スレート株式会社は、当連結会計期間中に清算結了したことに伴い、持分法の適用範囲か

ら除外しております。
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   (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 

   アスク沖縄㈱ 

   持分法の範囲から除いた理由 

非連結子会社(２社)及び関連会社(１社)は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が少な

く、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。 

   (3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社 

決算日が連結決算日と異なるアスクシンガポール(決算日は12月31日)については、当該会社の事業年度に

係る財務諸表を使用しております。 

   ただし連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。 

  

   ３  連結子会社の事業年度等に関する事項 

  

   ４  会計処理基準に関する事項 

   (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

   ①  有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

   連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

   (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定) 

   時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

   ②  デリバティブ 

   時価法 

   ③  たな卸資産 

   商品・製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 

   移動平均法による原価法 

   未成工事支出金 

   個別法による原価法 

   (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 

  

   (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   ①  有形固定資産(リース資産を除く) 

   主として定額法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は建物及び構築物が７～45年、機械装置及び運搬具が４～12年であります。 

連結子会社の決算日は、明鴻アスク(P.T.Ming Horng＆Asktechnica Industrial)、サトナスウタマ

(P.T.Satonas Utama)の２社は12月31日であり、他の11社は３月31日であります。なお、連結子会社の決

算日が連結決算日と異なる会社については、当該決算日現在の財務諸表を使用して、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要な調整を行って連結しております。
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   ②  無形固定資産(リース資産を除く) 

   定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。 

   ③  リース資産 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

   (3) 重要な引当金の計上基準 

   ①  貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

   ②  賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額

を計上しております。 

   ③  完成工事補償引当金 

請負に係る工事の引渡し後の補修サービスの費用の支出に備えるため、補修サービス費用見込額を計

上しております。 

   ④  受注工事損失引当金 

当連結会計年度末において見込まれる未引渡工事の損失発生に備えるため、当該見込額を計上してお

ります。 

   ⑤  退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

   なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(主として11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として11年)による定

額法により費用処理しております。 

  

   (4) 重要な収益及び費用の計上基準 

   (完成工事高及び完成工事原価の計上基準) 

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事

の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
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   (5) 重要なヘッジ会計の方法 

   ①  ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。 

   ②  ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段…金利スワップ 

   ヘッジ対象…借入金 

   ③  ヘッジ方針 

財務活動に係る金利変動リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っております。 

   なお、デリバティブ取引の相手先は、格付の高い金融機関に限定しております。 

   ④  ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を

比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 

  

   (6) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、子会社投資ごとに投資効果の発現する期間を見積り、20年以内で均等償却して

おります。 

      

   (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

   (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   ①  消費税等の処理方法 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

   ②  連結納税制度の適用 

    連結納税制度を適用しております。 

  

   （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

(会計方針の変更)
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   （未適用の会計基準等） 

      ・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日） 

   ・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日） 

   （１）概要 

本会計基準等は、財務報告を改善する観点および国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異およ

び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務および勤務費用の計算方法ならびに開示の拡充を中心

に改正されたものです。 

   （２）適用予定日 

平成26年３月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務および勤務費用の計算方法の改正につ

いては、平成27年３月期の期首より適用予定です。 

   （３）当該会計基準等の適用による影響 

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。 

  

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、平成24年５月14日開催の取締役会において、役員退職慰労引

当金制度の廃止を決議し、平成24年６月28日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う

打切り支給を決議いたしました。 

これに伴い、当該定時株主総会終結時における役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給額の未払い分

117百万円を固定負債の「長期未払金」に表示しております。 

  

(追加情報)
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 １  担保に供している資産は、次のとおりであります。 

 
 上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当を示しております。 

  

  ２  保証債務 

非連結子会社の銀行借入金に対し、保証を行っております。 

 
  

 ３  土地の再評価 

連結財務諸表提出会社は土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、平成14年３月31日に事業用土地の

再評価を行っております。 

なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  

・再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資産税評

価額に合理的な調整を行う方法により算出 

・再評価を行った年月日 

平成14年３月31日 

  

 
  

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成24年3月31日） （平成25年3月31日）

建物及び構築物 773百万円 (525百万円) 746百万円 (496百万円)

機械装置及び運搬具 1,511百万円 (1,511百万円) 1,091百万円 (1,091百万円)

土地 12,858百万円 (8,984百万円) 12,752百万円 (8,984百万円)

計 15,143百万円 (11,021百万円) 14,590百万円 (10,572百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

アスクシンガポール 371百万円 －百万円

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

再評価を行った土地の期末におけ
る時価と再評価後の帳簿価額との
差額

△584百万円 △657百万円
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 ４ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会

計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれてお

ります。 

 
  

  ５  受注工事損失引当金 

損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と受注工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、受注工事損失引当金に対応する額は次のと

おりであります。 

 
  

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

受取手形 99百万円 300百万円

支払手形 456百万円 529百万円

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

－百万円 102百万円
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 １  通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額 

 
  

 ２  売上原価に含まれている受注工事損失引当金繰入額 

 
  

 ３  販売費及び一般管理費の主なもの 

 
  

 ４ 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

 
  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

売上原価 －百万円 37百万円

特別損失 25百万円 －百万円

計 25百万円 37百万円

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

－百万円 102百万円

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

運搬費 1,775百万円 1,772百万円

給料及び賃金 1,667百万円 1,669百万円

賞与引当金繰入額 61百万円 72百万円

退職給付費用 418百万円 400百万円

役員退職慰労引当金繰入額 49百万円 18百万円

貸倒引当金繰入額 △30百万円 138百万円

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

524百万円  533百万円
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 ５  減損損失 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。 

 
当社グループは、事業用資産については、事業所単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フロー

を生み出す 小単位でグルーピングを行っております。 

遊休資産については、個々の資産単位をグループとしております。 

当連結会計年度において、将来の使用が見込まれない遊休資産の帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、正味売却価額は路線価等を用いて合理的に算出

しております。また、事業構造改革を機として、電話加入権について帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額44百万円を事業構造改革損失として特別損失に計上しております。 

  

  当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。 

 
当社グループは、事業用資産については、事業所単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フロー

を生み出す 小単位でグルーピングを行っております。 

遊休資産及び製造設備については、個々の資産単位をグループとしております。 

当連結会計年度において、将来の使用が見込まれない遊休資産及び営業活動から生ずる損益が継続してマイナス

の資産については、帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上いたしました。 

当該資産の回収可能価額は、土地は正味売却価額により算定しており、正味売却価額は路線価等を用いて合理的

に算出しております。また、製造設備の回収可能価額はその使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローに基づく評価額がマイナスであるため零と算定しております。 

  

 ６  事業所閉鎖損失 

非連結子会社アスクシンガポールの事業所閉鎖によるものであります。 

  

場所 用途 種類
金額 

(百万円)

茨城県石岡市 遊休地 土地 145

茨城県常陸大宮市 遊休地 土地 24

広島県三原市 遊休地 土地 13

愛知県大府市 遊休地 土地 25

計 208

場所 用途 種類
金額 

(百万円)

茨城県石岡市 遊休地 土地 145

茨城県常陸大宮市 遊休地 土地 42

広島県三原市 遊休地 土地 13

宮城県石巻市 遊休地 土地 11

大分県大分市 製造設備 機械装置他 78

計 291
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前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

 
  

２  自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加          4,499 株 

  

３  新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

 
  

２  自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加           3,916株 

  

３  新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。  

  

 (連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 77,780,000 ― ― 77,780,000

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 138,898 4,499 ― 143,397

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 77,780,000 ― ― 77,780,000

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 143,397 3,916 ― 147,313
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    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

現金及び預金勘定 2,607百万円 3,080百万円

預入期間が３か月を 
超える定期預金

△13百万円 △15百万円

現金及び現金同等物 2,593百万円 3,065百万円
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定

及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「建設・建材事業」及び「工業製

品・エンジニアリング事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「建設・建材事業」は、不燃建築材料の製造、販売及び工事の設計施工、耐火二層管の製造、販売、鉄骨耐火被覆工事の設

計、施工を行っております。「工業製品・エンジニアリング事業」は、不燃紡織品、摩擦材・シール材、保温保冷断熱材、船舶用

資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、販売並びに保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工を行

っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概

ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいて算定した合理的な内部振替価格によっております。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 
 (注) １[その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸不動産事業を含んでおります。 

２（１）セグメント利益の調整額 △1,208百万円は、セグメント間取引消去 198百万円、各報告セグメントに配分していない全

社費用 △1,407百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(２）セグメント資産の調整額 4,274百万円には、セグメント間債権債務消去 △654百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社資産 4,928百万円が含まれております。その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、長

期投資資金(投資有価証券)、及び管理部門に係わる資産等であります。 

(３）減価償却費の調整額 166百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。 

(４）減損損失の調整額 244百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。 

(５）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 533百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産となりま

す。 

    ３   セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

     (セグメント情報等)

     (セグメント情報)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 

(注）1
合計

調整額 

（注）2

連結 

財務諸表上 

計上額

（注）3
建設・建材事業

工業製品・エン

ジニアリング 

事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 15,731 19,484 35,215 21 35,237 - 35,237

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
112 17 129 20 149 △149 -

計 15,843 19,501 35,345 42 35,387 △149 35,237

セグメント利益 1,234 542 1,776 14 1,791 △1,208 582

セグメント資産 22,993 16,622 39,615 549 40,165 4,274 44,439

その他の項目

  減価償却費 804 280 1,085 3 1,089 166 1,255

  減損損失 2 6 9 - 9 244 253

 持分法適用会社への 

 投資額
- 135 135 - 135 - 135

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額
151 108 259 - 259 533 792
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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

 
 (注) １[その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸不動産事業を含んでおります。 

２（１）セグメント利益の調整額 △1,045百万円は、セグメント間取引消去 181百万円、各報告セグメントに配分していない全

社費用 △1,226百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(２）セグメント資産の調整額 3,938百万円には、セグメント間債権債務消去 △689百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社資産 4,628百万円が含まれております。その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、長

期投資資金(投資有価証券)、及び管理部門に係わる資産等であります。 

(３）減価償却費の調整額 75百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。 

(４）減損損失の調整額 212百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。 

(５）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 31百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産となりま

す。 

    ３   セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 

(注）1
合計

調整額 

（注）2

連結 

財務諸表上 

計上額

（注）3
建設・建材事業

工業製品・エン

ジニアリング 

事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 15,735 20,211 35,946 22 35,969 - 35,969

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
66 4 71 11 82 △82 -

計 15,802 20,216 36,018 33 36,051 △82 35,969

セグメント利益 1,238 424 1,663 14 1,677 △1,045 632

セグメント資産 21,841 17,541 39,382 532 39,914 3,938 43,853

その他の項目

  減価償却費 707 245 952 3 956 75 1,031

 のれん償却額 - 19 19 - 19 - 19

  減損損失 - 78 78 - 78 212 291

 持分法適用会社への 

 投資額
- 0 0 - 0 - 0

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額
136 142 278 - 278 31 309
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前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

  

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 (2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

  

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２.地域ごとの情報 

(1)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(2)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。 

  

３.主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 (関連情報)

 (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
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   前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
（注）のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

   前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  

  当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

建設・建材事業
工業製品・エン
ジニアリング 

事業
計

当期末残高 - 249 249 - - 249

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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    (注) 算定上の基礎 

  

  １ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額 

 
  

該当事項はありません。 

  

    （開示の省略） 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項について決算短信における開示の必

要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

 １株当たり純資産額 96.02円  １株当たり純資産額 89.99円

 １株当たり当期純利益金額 6.31円  １株当たり当期純損失金額 7.49円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため、また、１株当たり当
期純損失であるため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成23年３月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年３月31日)

  連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 489 △581

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 489 △581

 普通株式に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式の期中平均株式数（株） 77,639,546 77,635,128

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 980 991

受取手形 1,808 2,536

売掛金 3,446 3,161

完成工事未収入金 94 244

商品及び製品 1,099 1,086

原材料及び貯蔵品 5 5

未成工事支出金 105 11

前渡金 0 －

前払費用 118 112

未収入金 1,014 798

短期貸付金 2,835 2,321

その他 50 42

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 11,558 11,310

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,611 1,611

減価償却累計額 △1,221 △1,237

建物（純額） 389 373

構築物 166 168

減価償却累計額 △151 △152

構築物（純額） 14 15

機械及び装置 1,897 1,519

減価償却累計額 △1,711 △1,355

機械及び装置（純額） 186 163

車両運搬具 6 9

減価償却累計額 △6 △6

車両運搬具（純額） 0 3

工具、器具及び備品 311 316

減価償却累計額 △279 △282

工具、器具及び備品（純額） 31 33

土地 4,838 4,637

リース資産 67 83

減価償却累計額 △18 △33

リース資産（純額） 49 49

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 5,510 5,275

（株）エーアンドエーマテリアル（5391）平成25年３月期決算短信

32



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 81 13

その他 16 9

無形固定資産合計 98 22

投資その他の資産   

投資有価証券 344 409

関係会社株式 14,084 14,061

出資金 11 11

関係会社出資金 0 0

従業員に対する長期貸付金 45 46

関係会社長期貸付金 71 17

破産更生債権等 10 2

長期前払費用 0 0

その他 259 221

貸倒引当金 △17 △37

投資その他の資産合計 14,811 14,732

固定資産合計 20,419 20,031

資産合計 31,978 31,342

負債の部   

流動負債   

支払手形 830 793

買掛金 1,792 1,702

短期借入金 9,062 8,556

1年内返済予定の長期借入金 3,083 3,521

未払金 137 108

未払費用 669 461

未払法人税等 42 83

預り金 54 83

賞与引当金 49 49

完成工事補償引当金 0 0

設備関係支払手形 3 13

その他 77 15

流動負債合計 15,803 15,389
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 5,519 5,598

リース債務 36 34

繰延税金負債 19 46

再評価に係る繰延税金負債 359 354

退職給付引当金 1,849 2,099

役員退職慰労引当金 87 －

長期未払金 － 54

関係会社事業損失引当金 560 560

長期預り保証金 605 582

固定負債合計 9,037 9,331

負債合計 24,841 24,721

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,889 3,889

利益剰余金   

利益準備金 38 38

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,599 1,987

利益剰余金合計 2,638 2,026

自己株式 △15 △15

株主資本合計 6,512 5,899

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34 84

繰延ヘッジ損益 △56 －

土地再評価差額金 646 637

評価・換算差額等合計 625 721

純資産合計 7,137 6,621

負債純資産合計 31,978 31,342
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

売上高 18,100 17,575

売上原価 12,041 11,840

売上総利益 6,058 5,734

販売費及び一般管理費 5,490 5,245

営業利益 568 489

営業外収益   

受取利息 52 47

受取配当金 24 17

その他 57 52

営業外収益合計 135 117

営業外費用   

支払利息 324 302

シンジケートローン手数料 86 94

コミットメントライン設定費用 75 67

その他 11 22

営業外費用合計 497 486

経常利益 205 120

特別利益   

固定資産売却益 56 1

関係会社株式売却益 115 －

投資有価証券売却益 － 126

抱合せ株式消滅差益 165 －

関係会社清算益 － 69

特別利益合計 337 197

特別損失   

固定資産除売却損 6 0

減損損失 208 201

関係会社株式評価損 15 －

事業構造改革損失 100 －

会員権評価損 － 34

事業所閉鎖損失 － 667

石綿健康障害補償金 50 －

災害による損失 23 －

特別損失合計 405 904

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 138 △586

法人税、住民税及び事業税 95 38

法人税等調整額 △467 △4

法人税等合計 △371 34

当期純利益又は当期純損失（△） 510 △621
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,889 3,889

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,889 3,889

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 38 38

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 38 38

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,003 2,599

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 510 △621

土地再評価差額金の取崩 85 8

当期変動額合計 596 △612

当期末残高 2,599 1,987

利益剰余金合計   

当期首残高 2,042 2,638

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 510 △621

土地再評価差額金の取崩 85 8

当期変動額合計 596 △612

当期末残高 2,638 2,026

自己株式   

当期首残高 △15 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △15 △15

株主資本合計   

当期首残高 5,916 6,512

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 510 △621

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 85 8

当期変動額合計 595 △612

当期末残高 6,512 5,899
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 32 34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 49

当期変動額合計 2 49

当期末残高 34 84

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △25 △56

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 56

当期変動額合計 △30 56

当期末残高 △56 －

土地再評価差額金   

当期首残高 694 646

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 △8

当期変動額合計 △48 △8

当期末残高 646 637

評価・換算差額等合計   

当期首残高 701 625

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76 96

当期変動額合計 △76 96

当期末残高 625 721

純資産合計   

当期首残高 6,618 7,137

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 510 △621

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 85 8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76 96

当期変動額合計 519 △516

当期末残高 7,137 6,621
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該当事項はありません。 

  

  ①代表者の異動 

   該当事項はありません。 

  

  ②その他の役員の異動（平成25年６月27日付予定） 

  １． 新任取締役候補 

     取締役執行役員       大和田 彰（現 執行役員） 

  

  ２． 退任予定取締役 

     取締役会長         重冨 光人（当社相談役就任予定） 

     取締役特命事項担当     奥野 進 （当社顧問就任予定） 

     取締役特命事項担当     前田 正富（当社顧問就任予定） 

  

  

                                      以上 

（４）個別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)

６．その他

（１）役員の異動
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