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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 46,478 △8.8 520 △72.2 433 △75.4 △149 ―

23年3月期第2四半期 50,982 5.2 1,874 37.6 1,760 37.7 1,249 10.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △149百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 1,040百万円 （―％）

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2四半期 △3.21 ―

23年3月期第2四半期 26.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 81,516 51,560 63.3
23年3月期 75,146 51,942 69.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  51,560百万円 23年3月期  51,942百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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  ：  有  
 通期の業績予想につきましては、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 100,000 △0.8 1,600 △44.4 1,500 △42.1 450 75.0 9.66



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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 
 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きましては、添付
資料３ページ「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 ―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

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2Q 46,942,374 株 23年3月期 46,942,374 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 350,576 株 23年3月期 350,546 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 46,591,815 株 23年3月期2Q 46,877,945 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災によって打撃を受けたサプライチェーンの復

旧により、企業の生産活動に回復傾向が見られる一方、電力不足や欧米の財政不安による円高や株価低迷等によ

り雇用や所得環境は依然として好転せず、不透明な状況で推移いたしました。 

 住宅設備機器業界におきましては、政府による住宅政策や低位安定する住宅ローン金利に支えられ、新設住宅

着工戸数は大きく前年を上回り、回復傾向を維持しました。 

 このような中で当社グループは、平成23年６月、システムキッチン「クリンレディ」をフルモデルチェンジ

し、清潔・長寿命・ＥＣＯを実現した『ステンレスエコキャビネット』を標準装備して発売いたしました。ま

た、８月には、震災により受注停止を継続していた一部のキッチンシリーズにつきましても生産準備が整い、全

シリーズ商品の受注、生産が可能となりました。 

 販売面では、全国102ヶ所のショールームを活用した新商品フェアを実施し、当社の会員登録制組織「水まわり

工房」加盟店との連携も深めながら、需要の獲得に努めてまいりました。 

 生産面では、引き続きＶＥ活動を推進し、原価低減に努めました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高を部門別にみますと、震災による受注停止の影響もあり、厨

房部門では、システムキッチン「Ｓ．Ｓ．」は数量、金額とも２割超の減、「クリンレディ」は数量、金額とも

微減、「ラクエラ」は数量、金額とも増加となりました。この結果、厨房部門の売上高は前年同期比11.4％減の

346億８千８百万円となりました。 

 浴槽・洗面部門では、システムバスルーム「アクリアバス」は数量、金額とも減、「ｈａｉｒｏ（はいろ）」

は数量、金額とも５割超の大幅増、洗面化粧台は数量、金額とも減少いたしました。この結果、浴槽・洗面部門

の売上高は前年同期比1.2％減の94億９千２百万円となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比8.8％減の464億７千８百万円となりました。利

益面では経費の増加を抑制したものの、減収により営業利益は５億２千万円（前年同期比72.2％減）、経常利益

は４億３千３百万円（同75.4％減）、災害による損失もあり、四半期純損失は１億４千９百万円（前年同期は四

半期純利益12億４千９百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は815億１千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ63億６千９百万円

増加いたしました。流動資産は558億４千５百万円となり、59億８千５百万円増加いたしました。これは前連結会

計年度末において、震災の影響により減少した受取手形及び売掛金が46億９千８百万円、未成工事在庫の積み上

がり等により商品及び製品が７億８千４百万円増加したこと等によります。固定資産は256億７千１百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ３億８千４百万円増加いたしました。これは生産設備の増強等により有形固定資産

が７億６千万円増加した一方、減価償却等により無形固定資産が２億７千万円減少したこと等によります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は299億５千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ67億５千２百万

円の増加となりました。流動負債は203億７千６百万円となり、33億８千１百万円増加いたしました。これは買掛

金が30億２千３百万円、信託一括支払いが増加したこと等により未払金が９億２百万円増加した一方、短期借入

金が２億７百万円、災害損失引当金が２億６千２百万円減少したこと等によります。固定負債は長期借入金が34

億８千４百万円増加したこと等により、95億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億７千万円増加い

たしました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は515億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ３億８千２百万円

減少いたしました。これは四半期純損失１億４千９百万円、配当金の支払い２億３千２百万円等によります。こ

の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の69.1％から63.3％になりました。 

（キャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１

億５百万円増加して259億４百万円となりました。 

 営業活動の結果使用した資金は14億８百万円（前年同期は24億９千２百万円の獲得）となりました。これは税

金等調整前四半期純損失が２千２百万円と前年同期比14億４千１百万円減益で、減価償却費13億８千４百万円、

仕入債務の増加30億２千３百万円、未払金の増加９億８千万円があった一方、災害損失引当金の減少２億６千２

百万円、売上債権の増加45億４千４百万円、たな卸資産の増加12億２百万円、法人税等の支払額２億７千８百万

円があったこと等によるものです。      

投資活動の結果使用した資金は14億８千５百万円（前年同期比201.3％増）となりました。これは生産設備の

増設及び改修、事業用不動産の取得等有形固定資産取得に伴う支出が12億９千４百万円、情報システム構築に伴

う支出が２億１千８百万円あったこと等によります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

- 2 -

クリナップ㈱（7955）平成24年３月期　第２四半期決算短信



財務活動によって得られた資金は29億９千８百万円（前年同期は７億５千７百万円の使用）となりました。こ

れは短期借入金の純減９億円及び長期借入金の約定返済８億２千３百万円、配当金の支払いが２億３千３百万円

あった一方、長期借入れによる収入が50億円あったこと等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、東日本大震災からの復興は進むものの、欧州財政金融問題や継続的な円高もあ

り、国内の厳しい雇用環境や所得環境について大きな改善は見込めず、節約志向による個人消費の低迷は依然と

して続くものと思われます。また、新設住宅着工戸数も前年度を上回っているものの、絶対量は低水準のまま推

移しており、住宅設備機器業界を取り巻く環境は、厳しい状況が継続するものと思われます。 

 このような状況下、当社は『ステンレスエコキャビネット』を標準装備して新発売したシステムキッチン「ク

リンレディ」や、トータルコーディネートが可能なシステムキッチン「ラクエラ」及びシステムバスルーム「ｈ

ａｉｒｏ（はいろ）」等を中心に売上拡大に努めてまいります。また、生産面での原価低減、コスト削減にも努

めてまいります。 

 以上により、通期の連結業績予想につきましては、売上高1,000億円、営業利益16億円、経常利益15億円は前回

予想を変更せず、また、被災した工場の操業再開復旧を早期に実現したこと等により、特別損失が減少する為、

当期純利益は４億５千万円に修正させていただきます。 

 なお、平成23年８月４日に公表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

  

 平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日）      

  

（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 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（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。 

  

    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 

 前回発表予想（A）  100,000  1,600  1,500  300  6.44

 今回発表予想（B）  100,000  1,600  1,500  450  9.66

 増減額（B-A）  －  －  －  150  －

 増減率（%）  －  －  －  50.0  －

（ご参考）前期実績           

（平成23年３月期）  100,851  2,876  2,590  257  5.49

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,786 23,391 

受取手形及び売掛金 19,995 24,694 

有価証券 2,012 2,512 

商品及び製品 1,307 2,092 

仕掛品 118 133 

原材料及び貯蔵品 1,032 1,008 

その他 1,638 2,053 

貸倒引当金 △32 △40 

流動資産合計 49,859 55,845 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,106 7,951 

その他（純額） 9,934 10,849 

有形固定資産合計 18,040 18,801 

無形固定資産 1,990 1,719 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,418 2,414 

その他 2,926 2,857 

貸倒引当金 △89 △122 

投資その他の資産合計 5,255 5,149 

固定資産合計 25,287 25,671 

資産合計 75,146 81,516 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,782 6,805 

短期借入金 2,371 2,164 

未払金 8,121 9,024 

未払法人税等 313 146 

賞与引当金 1,081 1,099 

災害損失引当金 448 185 

資産除去債務 － 2 

その他 875 948 

流動負債合計 16,994 20,376 

固定負債   

長期借入金 1,583 5,067 

退職給付引当金 1,784 1,779 

役員退職慰労引当金 424 424 

資産除去債務 351 349 

その他 2,065 1,958 

固定負債合計 6,209 9,579 

負債合計 23,203 29,956 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,267 13,267 

資本剰余金 12,351 12,351 

利益剰余金 26,453 26,071 

自己株式 △224 △224 

株主資本合計 51,848 51,465 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 105 103 

為替換算調整勘定 △10 △9 

その他の包括利益累計額合計 94 94 

純資産合計 51,942 51,560 

負債純資産合計 75,146 81,516 
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 50,982 46,478 

売上原価 33,179 31,055 

売上総利益 17,803 15,422 

販売費及び一般管理費 15,928 14,902 

営業利益 1,874 520 

営業外収益   

受取利息 15 9 

受取配当金 29 33 

仕入割引 151 120 

その他 77 79 

営業外収益合計 274 244 

営業外費用   

支払利息 34 38 

売上割引 325 265 

その他 28 27 

営業外費用合計 388 331 

経常利益 1,760 433 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 － 

固定資産売却益 － 24 

その他 0 － 

特別利益合計 2 24 

特別損失   

固定資産除売却損 17 24 

投資有価証券評価損 22 3 

退職特別加算金 2 18 

減損損失 8 2 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 292 － 

災害による損失 － 430 

その他 － 0 

特別損失合計 343 479 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,419 △22 

法人税等 169 127 

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（△）

1,249 △149 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,249 △149 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30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（△）

1,249 △149 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △205 △1 

為替換算調整勘定 △3 1 

その他の包括利益合計 △209 0 

四半期包括利益 1,040 △149 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,040 △149 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,419 △22 

減価償却費 1,443 1,384 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 292 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） 98 18 

売上債権の増減額（△は増加） △616 △4,544 

たな卸資産の増減額（△は増加） △752 △1,202 

仕入債務の増減額（△は減少） 83 3,023 

未払金の増減額（△は減少） 717 980 

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △262 

災害損失 － 1,571 

その他 88 △549 

小計 2,774 396 

利息及び配当金の受取額 46 43 

利息の支払額 △34 △41 

災害損失の支払額 － △1,528 

法人税等の支払額 △292 △278 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,492 △1,408 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △129 △1,294 

有形固定資産の売却による収入 29 28 

無形固定資産の取得による支出 △228 △218 

投資有価証券の取得による支出 △207 △1 

その他 42 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △493 △1,485 

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） － △900 

長期借入れによる収入 － 5,000 

長期借入金の返済による支出 △490 △823 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △234 △233 

その他 △33 △44 

財務活動によるキャッシュ・フロー △757 2,998 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,237 105 

現金及び現金同等物の期首残高 21,881 25,798 

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,118 25,904 
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成

23年４月１日至平成23年９月30日）  

 当社及び連結子会社は、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグ

メントは単一セグメントであり、重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他の注記事項
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 生産、受注及び販売の状況 

 当第２四半期連結累計期間において、東日本大震災の影響により生産、受注及び販売実績が著しく減少したものは、

次の通りであります。  

（１）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績を事業部門別に示すと次の通りであります。 

 （注）１．金額は平均販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）商品仕入実績 

  当第２四半期連結累計期間の商品仕入実績を事業部門別に示すと次の通りであります。 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）受注状況 

 当社及び連結子会社の受注生産品の売上高は、僅少でありますので記載を省略しております。 

  

（４）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業部門別に示すと次の通りであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

事業部門の名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

   前年同四半期比（％） 

厨房部門（百万円）  20,048  △10.9

浴槽・洗面部門（百万円）  8,176  △1.8

その他（百万円）  591  △0.8

合計（百万円）  28,816  △8.3

事業部門の名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

   前年同四半期比（％） 

厨房部門（百万円）  11,304  △8.8

浴槽・洗面部門（百万円）  1,143 +2.4 

その他（百万円）  265  △3.0

合計（百万円）  12,713  △7.8

事業部門の名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

   前年同四半期比（％） 

厨房部門（百万円）  34,688  △11.4

浴槽・洗面部門（百万円）  9,492  △1.2

その他（百万円）  2,296 +3.3 

合計（百万円）  46,478  △8.8
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