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

25年3月期第3四半期 13,084 9.2 858 100.6 818 104.6 441 302.8
24年3月期第3四半期 11,985 9.0 428 181.2 400 439.3 109 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 328百万円 （6.4％） 24年3月期第3四半期 308百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 18.93 ―
24年3月期第3四半期 4.70 ―

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3四半期 23,365 9,257 37.7 377.84
24年3月期 21,314 8,976 39.8 363.76
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  8,817百万円 24年3月期  8,489百万円

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

24年3月期 ― ― ― 2.00 2.00
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 2.00 2.00

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、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 17,600 6.3 1,000 68.1 950 73.7 480 128.1 20.57



(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 

（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 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
予想に関する定性的情報」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   ：  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   ：  有
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3Q 24,150,000 株 24年3月期 24,150,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 814,585 株 24年3月期 812,309 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 23,336,576 株 24年3月期3Q 23,338,320 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、震災復興関連需要などにより、緩やかに持ち直しているもの

の、長期化する円高の影響、欧州債務問題による海外経済の減速、日中摩擦等により、先行き不透明な状況で推移

しました。建築材料業界におきましては、企業間競争の激化等、依然として厳しい経営環境が続いているなか、設

備投資においては弱含みで推移、住宅着工戸数においては回復傾向が続いております。 

 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130億84百万円（前年同期比9.2％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

81億７百万円（前年同期比11.3％増加）、住宅用軽量外壁材は14億37百万円（前年同期比10.0％増加）となり、押

出成形セメント製品関連合計では95億44百万円（前年同期比11.1％増加）に、耐火被覆等は８億99百万円（前年同

期比2.7％増加）、スレート関連は８億37百万円（前年同期比3.6％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、生産性の向上及びコスト削減に努

めました結果、営業利益は８億58百万円（前年同期比100.6％増加）、経常利益は８億18百万円（前年同期比

104.6％増加）となりました。四半期純利益は、４億41百万円（前年同期比302.8％増加）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３億49百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が20億31百万円増加、未成工事支出金が２億89百万円増加し

たこと等から、92億２百万円（前連結会計年度末と比較して20億34百万円増加）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１億１百万円減少したものの、有形固定資産が１億20百万円増加した

こと等から、141億63百万円（前連結会計年度末と比較して16百万円増加）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20億51百万円増加し233億65百万円となりました。  

 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４億45

百万円増加、短期借入金が２億98百万円増加したこと等から、62億13百万円（前連結会計年度末と比較して10億34

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７億20百万円増加したこと

等から、78億94百万円（前連結会計年度末と比較して７億35百万円増加）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17億69百万円増加し141億８百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、利益剰余金が３億94百万円増加したこと等から、92億57

百万円（前連結会計年度末と比較して２億81百万円増加）となりました。 

  

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の当社連結業績予想につきましては、本日（平成25年２月８日）公表の「平成25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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。    

  

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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,404,968 2,055,003

受取手形及び売掛金 3,347,595 5,379,033

商品及び製品 337,603 425,204

原材料及び貯蔵品 104,856 137,478

未成工事支出金 231,547 520,914

その他 746,000 693,908

貸倒引当金 △4,785 △9,109

流動資産合計 7,167,786 9,202,433

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,422,707 2,341,653

機械装置及び運搬具（純額） 715,240 1,746,461

土地 7,284,080 7,284,080

建設仮勘定 887,386 54,797

その他（純額） 236,975 240,090

有形固定資産合計 11,546,390 11,667,083

無形固定資産 15,884 14,391

投資その他の資産   

投資有価証券 1,484,198 1,382,815

その他 1,133,606 1,160,296

貸倒引当金 △33,242 △61,197

投資その他の資産合計 2,584,562 2,481,914

固定資産合計 14,146,837 14,163,390

繰延資産 173 －

資産合計 21,314,797 23,365,823
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,406,647 2,852,415

短期借入金 1,602,000 1,900,000

未払法人税等 209,323 247,021

賞与引当金 198,600 110,500

その他 762,753 1,104,011

流動負債合計 5,179,324 6,213,949

固定負債   

長期借入金 3,189,602 3,910,000

再評価に係る繰延税金負債 1,995,317 1,995,317

退職給付引当金 1,406,935 1,449,485

資産除去債務 13,169 13,259

その他 553,822 526,017

固定負債合計 7,158,847 7,894,080

負債合計 12,338,171 14,108,029

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 1,131,314 1,526,304

自己株式 △46,717 △46,999

株主資本合計 5,004,168 5,398,876

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70,387 5,226

土地再評価差額金 3,422,930 3,422,930

為替換算調整勘定 △8,249 △10,026

その他の包括利益累計額合計 3,485,068 3,418,129

少数株主持分 487,388 440,787

純資産合計 8,976,625 9,257,794

負債純資産合計 21,314,797 23,365,823
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 11,985,949 13,084,490

売上原価 8,546,476 9,176,969

売上総利益 3,439,472 3,907,521

販売費及び一般管理費 3,011,206 3,048,609

営業利益 428,265 858,912

営業外収益   

受取利息 1,559 1,627

受取配当金 27,064 30,018

受取保険金 38,053 91,283

為替差益 31,104 －

貸倒引当金戻入額 8,833 －

その他 19,327 22,955

営業外収益合計 125,941 145,885

営業外費用   

支払利息 59,363 59,395

その他 94,808 127,081

営業外費用合計 154,172 186,477

経常利益 400,034 818,320

特別損失   

固定資産除却損 5,180 24,298

投資有価証券評価損 59,573 14,480

特別損失合計 64,753 38,779

税金等調整前四半期純利益 335,280 779,541

法人税、住民税及び事業税 139,506 353,001

法人税等調整額 74,123 29,820

法人税等合計 213,630 382,821

少数株主損益調整前四半期純利益 121,650 396,719

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12,012 △44,946

四半期純利益 109,638 441,665
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 121,650 396,719

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58,485 △65,161

土地再評価差額金 282,532 －

為替換算調整勘定 △37,380 △3,432

その他の包括利益合計 186,666 △68,593

四半期包括利益 308,316 328,125

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 313,635 374,727

少数株主に係る四半期包括利益 △5,318 △46,601
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当第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）   

 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24年４月１日 至 平成24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30,568千円であり、前年同期比1,069千円の増加となっ
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

（１）生産、受注及び販売の状況

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23年４月１日 (自 平成24年４月１日 

 至 平成23年12月31日)  至 平成24年12月31日) 

 押出成形セメント製品 5,440,616 千円  6,055,534 千円 614,917 千円 

 スレート関連 535,813    501,625   △34,187   

 その他 52,820    62,571   9,751   

合計 6,029,250    6,619,731   590,480   

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23年４月１日 (自 平成24年４月１日 

   至 平成23年12月31日)  至 平成24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  944,659 720,749 1,265,646  1,017,770  320,987 297,020

 スレート工事  88,070 39,933 62,477  30,450  △25,592 △9,483

 耐火被覆等工事  1,032,634 569,063 1,253,020  655,703  220,385 86,639

 その他工事  832,844 771,040 397,536  315,316  △435,307 △455,723

合計  2,898,208 2,100,787 2,978,681  2,019,240  80,473 △81,546

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23年４月１日 （自 平成24年４月１日 

区 分    至 平成23年12月31日)   至 平成24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               8,587,658                 9,544,882              957,223

(内、アスロック)                (7,281,124)                (8,107,442)              (826,318)

(内、住宅用軽量外壁材)             (1,306,534)                 (1,437,439)              (130,905)

スレート関連                868,397                   837,272               △31,124

耐火被覆等                 876,169                  899,751     23,581

その他               1,624,225                  1,772,016             147,790

計               11,956,450                13,053,922             1,097,472

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23年４月１日  (自 平成24年４月１日  

 至 平成23年12月31日)   至 平成24年12月31日)  

金 額 割合  金 額  割合 金 額 

 積水ハウス㈱   2,713,255 千円  22.6 ％  3,192,904 千円  24.4 ％  479,648 千円 

 伊藤忠建材㈱  1,229,424  10.3    1,397,912    10.7    168,487   
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