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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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 ％

21年12月期第1四半期 13,338 ― 1,060 ― 1,032 ― 364 ―

20年12月期第1四半期 15,300 8.1 1,073 29.4 1,086 29.0 516 47.4

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

21年12月期第1四半期 6.62 6.62
20年12月期第1四半期 9.39 9.38

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

21年12月期第1四半期 65,554 28,884 43.8 521.18
20年12月期 67,700 29,471 43.0 529.57

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  28,698百万円 20年12月期  29,140百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

   20年12月期期末配当金の内訳       記念配当 1円00銭 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

28,000 ― 1,720 ― 1,800 ― 1,060 ― 19.27

通期 56,900 △11.3 3,730 △28.7 3,800 △29.0 2,250 △6.9 40.90



4.  その他 

(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) 簡便な会計処理及び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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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およ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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成
しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 55,138,632株 20年12月期  55,100,632株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  73,137株 20年12月期  73,137株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 55,048,161株 20年12月期第1四半期 55,003,728株



  当第１四半期連結会計期間(平成21年１月１日～平成21年３月31日)におけるわが国経済は、米国発の金融危機に端

を発した世界同時不況が企業業績を直撃し、雇用不安や個人消費の冷え込みが鮮明化するなど、景気の後退が一段と

進む結果となりました。 

  当社グループの主な需要先であります建設業界におきましても、マンション需要の急減や企業の設備投資抑制によ

る着工床面積の減少に歯止めがかからず、極めて厳しい環境となりました。 

  このような経営環境のなか、当第１四半期連結会計期間において当社グループは、販売組織の再編により岡部ブラ

ンド製品の営業力を強化するとともに、全社レベルでの経費節減を徹底し、収益構造の改善に取り組みました。 

  以上の結果、売上高は133億３千８百万円となり、営業利益は10億６千万円、経常利益は10億３千２百万円となり

ました。また、四半期純利益は３億６千４百万円となりました。 

  事業別の売上高につきましては、建設関連製品事業は104億６百万円(構成比78.0％)、自動車関連製品事業は13億

７千２百万円(構成比10.3％)、ホテル事業は９億３千万円(構成比7.0％)、その他の事業は６億２千８百万円(構成比

4.7％)となりました。 

  

(注)当第１四半期連結会計期間より会計基準等を変更しておりますが、変更内容につきましては、５ページの「４．

その他(３)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載しております。  

   

   （参考）事業別・製品別売上高   （単位：百万円未満切捨表示） 

 （注）各事業の主な内容につきましては、10ページの「セグメント情報」をご覧下さい。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  
事業別  

当第１四半期連結累計期間
自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日 

    金額 構成比(％)

建設関連

製品事業 

仮設・型枠製品 1,803 13.5 

土木製品 1,395 10.5 

構造機材製品 4,322 32.4 

建材商品 2,884 21.6 

小 計 10,406 78.0 

自動車関連製品事業 1,372 10.3 

ホテル事業 930 7.0 

その他の事業 628 4.7 

合 計 13,338 100.0 



(１)資産、負債および純資産の状況 

 ① 資産 

   流動資産は主に売上債権の減少により前連結会計年度末に比べ26億９千３百万円減少し、408億４千４百万円

となりました。 

   固定資産はホテル事業における新ホテル建設のため、建設仮勘定が増加したことなどにより前連結会計年度末

に比べ５億４千７百万円増加し、247億１千万円となりました。 

 ② 負債 

   流動負債は主に短期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ12億２千２百万円増加し、279億８百万円と

なりました。 

   固定負債は主に長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ27億８千２百万円減少し、87億６千１百万円

となりました。 

 ③ 純資産 

   純資産は前連結会計年度末に比べ５億８千６百万円減少し、288億８千４百万円となりました。また、自己資

本比率は前連結会計年度末に比べ0.8ポイント増加し43.8％となりました。 

  

     以上の結果、総資産額は前連結会計年度末に比べ21億４千５百万円減少し、655億５千４百万円となりまし

た。 

  

(２)キャッシュ・フローの状況 

    当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入７

億５千８百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出８億５千１百万円、財務活動によるキャッシ

ュ・フローに係る支出７億３千４百万円となったこと等により、前連結会計年度末と比べ８億３千万円減少し、

148億６千８百万円となりました。 

  

 ① 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・フローにおける収入は、７億５千８百万円となりました。主な要因は、売上債権

の減少によるものであります。 

  

 ② 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・フローにおける支出は、８億５千１百万円となりました。主な要因は、有形固定

資産の取得による支出によるものであります。 

  

 ③ 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・フローにおける支出は、７億３千４百万円となりました。主な要因は、長期借入

金の返済による支出によるものであります。 

  

 平成21年12月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成21年２月19日に発表い

たしました業績予想の数値に変更はありません。 

２．連結財政状態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



 該当事項はありません。 

    

① 簡便な会計処理 

(一般債権の貸倒見積高の算定方法) 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

(棚卸資産の評価方法) 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

(繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法) 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

(税金費用の計算) 

 当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

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）および

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、当第１

四半期連結会計期間は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（内閣府令第50号 平成20年８月７日）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務

諸表規則を早期適用しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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）により算定しております。この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更によ

り、期首における利益剰余金が174,036千円減少しております。また、販売費及び一般管理費が17,917千円増加

し、営業利益および経常利益がそれぞれ同額減少し、税金等調整前四半期純利益が43,615千円減少しておりま

す。 

④ リース取引に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成５年６月17

日、平成19年３月30日改正)および「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 

平成６年１月18日、平成19年３月30日改正)を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る会計処理に変更しております。リ

ース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。ま

た、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前連結

会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっ

ております。この変更により、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に378,115千円、

無形固定資産に15,497千円計上されております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

４．その他

（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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,868,182 15,698,660

受取手形及び売掛金 17,874,132 20,490,668

商品及び製品 4,486,504 3,976,449

仕掛品 1,170,371 1,023,898

原材料及び貯蔵品 1,476,918 1,394,838

その他 1,024,142 1,017,837

貸倒引当金 △55,315 △64,079

流動資産合計 40,844,935 43,538,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,605,332 5,544,613

機械装置及び運搬具（純額） 2,291,213 2,400,460

土地 2,522,784 2,525,169

建設仮勘定 3,080,445 2,393,173

その他（純額） 1,611,403 1,281,953

有形固定資産合計 15,111,179 14,145,370

無形固定資産   

のれん 831,258 1,042,020

その他 1,720,381 1,768,228

無形固定資産合計 2,551,639 2,810,249

投資その他の資産   

投資有価証券 4,754,936 4,974,434

その他 2,853,975 2,792,065

貸倒引当金 △561,726 △559,470

投資その他の資産合計 7,047,185 7,207,029

固定資産合計 24,710,004 24,162,649

資産合計 65,554,940 67,700,922



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,589,394 5,741,308

信託未払金 9,327,378 10,122,333

短期借入金 9,826,640 7,318,375

未払法人税等 592,931 1,159,799

賞与引当金 260,018 138,272

役員賞与引当金 19,890 104,340

その他 2,292,212 2,101,219

流動負債合計 27,908,465 26,685,648

固定負債   

長期借入金 4,189,837 7,117,097

退職給付引当金 1,920,797 1,871,872

役員退職慰労引当金 － 5,476

その他 2,650,840 2,549,360

固定負債合計 8,761,475 11,543,807

負債合計 36,669,940 38,229,455

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,882,950 6,879,994

資本剰余金 6,066,882 6,063,962

利益剰余金 19,937,084 20,186,725

自己株式 △17,857 △17,857

株主資本合計 32,869,059 33,112,824

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △275,770 △159,142

為替換算調整勘定 △3,894,358 △3,812,988

評価・換算差額等合計 △4,170,128 △3,972,130

少数株主持分 186,068 330,773

純資産合計 28,884,999 29,471,466

負債純資産合計 65,554,940 67,700,922



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 13,338,000

売上原価 9,369,569

売上総利益 3,968,431

販売費及び一般管理費 2,907,564

営業利益 1,060,866

営業外収益  

受取利息 42,782

受取配当金 15,516

その他 28,791

営業外収益合計 87,090

営業外費用  

支払利息 107,942

その他 7,531

営業外費用合計 115,473

経常利益 1,032,483

特別利益  

前期損益修正益 1,680

固定資産売却益 180

貸倒引当金戻入額 12,244

その他 242

特別利益合計 14,347

特別損失  

固定資産処分損 15,993

過年度退職給付費用 25,698

その他 3,892

特別損失合計 45,584

税金等調整前四半期純利益 1,001,245

法人税、住民税及び事業税 645,699

法人税等調整額 △14,594

法人税等合計 631,104

少数株主利益 5,526

四半期純利益 364,615



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,001,245

減価償却費 407,839

賞与引当金の増減額（△は減少） 121,746

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,507

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,137

受取利息及び受取配当金 △58,298

支払利息 107,942

売上債権の増減額（△は増加） 2,638,858

たな卸資産の増減額（△は増加） △757,803

仕入債務の増減額（△は減少） △972,863

その他の流動負債の増減額（△は減少） △248,059

その他の固定負債の増減額（△は減少） △130,698

未払消費税等の増減額（△は減少） △117,228

その他 △20,782

小計 2,016,527

法人税等の支払額 △1,257,948

営業活動によるキャッシュ・フロー 758,578

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 △923,812

無形固定資産の取得による支出 △28,422

投資有価証券の取得による支出 △2,403,354

投資有価証券の売却による収入 2,523,116

子会社株式の取得による支出 △84,080

利息及び配当金の受取額 59,034

その他 5,915

投資活動によるキャッシュ・フロー △851,603

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 6,406,928

短期借入金の返済による支出 △6,320,000

長期借入金の返済による支出 △516,747

配当金の支払額 △180,928

利息の支払額 △91,915

その他 △32,025

財務活動によるキャッシュ・フロー △734,687

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,764

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △830,478

現金及び現金同等物の期首残高 15,698,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,868,182



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）および

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

     各事業の主要な内容 

建設関連製品事業  仮設・型枠製品、土木製品、構造機材製品の製造販売業務および建材商品の販売業務

自動車関連製品事業 自動車関連製品の製造販売業務 

ホテル事業     ホテル経営業務 

その他の事業    不動産、損害保険代理店、ＯＡ機器販売、海洋資材製品の製造販売、米国における釣

り用錘製品の製造販売および中国におけるゴルフ場運営等の各業務 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

     各区分に属する主な国又は地域 

北米……米国、カナダ 

その他…中国、イタリア 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
建設関連 
製品事業 
(千円) 

自動車関連
製品事業 
(千円) 

ホテル事業
(千円) 

その他の
事業 
(千円) 

計
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

売上高               

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
10,406,470 1,372,588 930,870 628,071 13,338,000 ― 13,338,000 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― 13,793 13,793 (13,793) ― 

計 10,406,470 1,372,588 930,870 641,864 13,351,794  (13,793) 13,338,000 

営業利益又は 

営業損失(△) 
891,571 53,648 △4,882 120,529 1,060,866 (―) 1,060,866 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 
(千円) 

北米
(千円) 

その他
(千円) 

計
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

売上高                               

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
10,770,172 2,377,053 190,774 13,338,000 ― 13,338,000 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
10,794 ― ― 10,794 (10,794) ― 

計 10,780,966 2,377,053 190,774 13,348,795 (10,794) 13,338,000 

営業利益又は 

営業損失(△) 
1,017,260 75,689 △32,083 1,060,866 (―) 1,060,866 



  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

    各区分に属する主な国又は地域 

北米………米国、カナダ 

その他……中国、メキシコ、ブラジル、イタリア他 

  

 該当事項はありません。  

〔海外売上高〕

  北米(千円) その他(千円) 計(千円)

Ⅰ 海外売上高 2,084,063 503,503 2,587,567 

Ⅱ 連結売上高           13,338,000 

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合 
15.6％ 3.8％ 19.4％ 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

  

科  目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  15,300,554

Ⅱ 売上原価  11,097,555

売上総利益  4,202,999

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,129,218

営業利益  1,073,780

Ⅳ 営業外収益   

 1.受取利息  94,412

 2.受取配当金  15,473

 3.その他      57,694

     計  167,579

Ⅴ 営業外費用   

 1.支払利息  123,543

 2.その他   31,006

     計  154,550

経常利益  1,086,810

Ⅵ 特別利益  9,242

Ⅶ 特別損失  50,759

 税金等調整前四半期純利益  1,045,293

 税金費用  513,542

 少数株主利益  15,193

 四半期純利益  516,556
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