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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 5,271 △21.6 409 △40.7 308 △57.7 61 △86.5

21年3月期第1四半期 6,722 ― 689 ― 729 ― 455 ―

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

22年3月期第1四半期 3.34 ―

21年3月期第1四半期 24.84 ―

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

22年3月期第1四半期 18,088 12,349 68.3 674.44
21年3月期 19,656 12,469 63.4 680.93

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,349百万円 21年3月期  12,469百万円

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  
 

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

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

11,300 △24.1 620 △61.0 600 △62.1 350 △63.9 19.11

通期 22,300 △26.5 1,230 △59.4 1,180 △59.6 680 △61.2 37.13
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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 

・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。 

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） 22年3月期第1四半期 18,399,566株 21年3月期  18,399,566株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  88,592株 21年3月期  87,342株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 18,311,224株 21年3月期第1四半期 18,320,269株
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【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 

前期から続く世界的な景気後退は、当第 1四半期に入って生産･輸出がやや持ち直したものの雇用･

消費は依然として低迷が続き、本格的な回復には程遠いままに推移しました。当四半期の当社グルー

プの受注･売上高は、民間を中心とした建設･設備投資需要の大幅な減少により、前年同期を下回る結

果となりました。これには、前年同期が極めて旺盛な需要に恵まれたことや、景気に底入れ感が出た

とはいえ当社関連の設備投資需要には未だ力強さに欠けていることが大きく影響しております。 

一方、利益面では、商品の高付加価値化やコストパフォーマンス強化を鋭意進めたものの売上高減

の影響が大きく、前年同期を下回る水準となりました。また、将来の成長へ向けた事業構造改革の一

環として、マテハンシステムにおける事業の一部から撤退したことにより、事業構造改善費用 122

百万円を特別損失として計上しております。 

セグメント別の概況は次のとおりです。   

＜内装システム＞ 

電算室用フロアが金融機関の都市型データーセンター向けを中心として堅調に推移し、オフィス用

フロアも都市再開発の減少や競合が激化する中で前年同期並みの水準を確保しました。しかし、デジ

タル家電･半導体関連需要の減退でクリーンルーム用フロアの大幅な減少が続き、全体として利益は

前年同期を若干上回ったものの売上高では下回る結果となりました。 

＜構造システム＞ 

前期末に高付加価値･低価格新商品を市場投入した鉄骨梁補強工法と商品ラインアップが整った制

震ダンパは、いずれも拡販効果が表われ、着実に増加しました。しかし、主力商品の鉄骨柱脚が大型

商業施設･工場･物流倉庫など建設需要大幅減少の影響を受けたため、売上高･利益ともに前期を下回

る水準となりました。 

＜マテハンシステム＞ 

国内においては、エスカレータ用チェンが堅調に推移し水処理用も底堅い需要に恵まれましたが、

鉄鋼･工作機械用が設備投資抑制の影響を大きく受けたため、売上高･利益は前年同期を大幅に下回り

ました。しかし受注については、当四半期を底にして民需･官需ともに回復傾向にあります。 

一方、海外事業については、米国においては北米市況の低迷で減少が続きました。また、中国事業

については、連結子会社の上海日立機材有限公司を当四半期で解散し、駐在員事務所を設立して調達･

販売事業へ特化することとしました。 

なお、事業の選択と集中を目的として、当四半期末でスプロケットホイールの在庫販売事業から撤

退し、同事業関連の持分法適用非連結子会社である(株)コスモテクノスを次四半期末で解散すること

としました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第 1四半期末の総資産は前連結会計年度末比(以下「同」と称す)で 1,567 百万円減少し、18,088

百万円となりました。流動資産は、同 1,421 百万円減少しましたが、これは主に受取手形及び売掛金

の減少によるものです。固定資産は、同 146 百万円減少しました。 
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負債は同 1,448 百万円減少の 5,738 百万円となりました。これは主に買掛金、未払法人税等が減少

したことによるものです。 

当第 1 四半期の純資産の部は同 119 百万円減少の 12,349 百万円となりました。主な要因は当四半

期純利益計上による利益剰余金の増加、配当金の支払による減少であります。この結果、自己資本比

率は 68.3％に､1 株当たり純資産は 674.44 円になりました。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

当社グループの資金の状況は、前連結会計年度末に比べ、現金及び現金同等物の四半期末残高で同

68 百万円増加し、2,805 百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少 664 百万円、法人税等の支払 732 百万円等

の支出がありましたが、税金等調整前四半期純利益 186 百万円、売上債権の減少 1,422 百万円等のキ

ャッシュ・フローの収入があり、192 百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フロ

ーは有形固定資産の取得等により 18 百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フロ

ーは、長短借入金の増加による収入 75 百万円に対し配当金の支払 183 百万円等により 107 百万円の

支出となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当期の今後を見通しますと、世界経済は緩やかな回復基調が見込まれるものの、当社グループ関連

の建設･設備市況は依然として低迷が続き、回復には今しばらくの時日を要するものと思われます。

しかし、構造システムでの中小型物件やマテハンシステムでの官公庁向けなど、一部のセグメント･

商品アイテムにおいては先行的な改善の予兆も出ており、今後への期待材料といえます。当社グルー

プとしましては、価格競争力に優れた高付加価値新商品の開発･拡販と更なるトータルコストダウン

を鋭意継続していくことで業績の改善を図ってまいります。 

このため、平成22年 3月期(平成21年 4月 1日～平成22年 3月 31日)の連結業績予想については、

本年 4月 27 日の平成 21 年 3 月期決算発表時に公表しました予想数値に変更はありません。  

 

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） 

該当事項はありません。 

(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 

① 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。 

② 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。 
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③ 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、前連結会計年度末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。 

④ 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。 

   

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を当第 1 四

半期連結会計期間より適用し、当第 1四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第 1四半

期連結会計期間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。これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響はありません。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円未満切捨て）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 111 93

受取手形及び売掛金 4,239 5,665

商品及び製品 966 1,133

仕掛品 1,877 1,665

未成工事支出金 1,201 1,281

原材料及び貯蔵品 304 322

関係会社短期貸付金 2,729 2,676

その他 602 618

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 12,013 13,434

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,750 3,751

その他（純額） 1,048 1,085

有形固定資産合計 4,799 4,836

無形固定資産 142 150

投資その他の資産   

その他 1,168 1,270

貸倒引当金 △35 △36

投資その他の資産合計 1,132 1,234

固定資産合計 6,075 6,221

資産合計 18,088 19,656

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,588 3,279

短期借入金 640 579

未払法人税等 125 735

引当金 8 18

その他 856 1,101

流動負債合計 4,218 5,714

固定負債   

退職給付引当金 1,324 1,278

役員退職慰労引当金 26 26

その他 168 167

固定負債合計 1,519 1,472

負債合計 5,738 7,187
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（単位：百万円未満切捨て）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,635 3,635

資本剰余金 4,677 4,677

利益剰余金 4,088 4,210

自己株式 △36 △36

株主資本合計 12,365 12,487

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △5

為替換算調整勘定 △14 △12

評価・換算差額等合計 △15 △18

純資産合計 12,349 12,469

負債純資産合計 18,088 19,656
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円未満切捨て）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,722 5,271

売上原価 5,166 4,023

売上総利益 1,556 1,248

販売費及び一般管理費   

給料 391 396

退職給付引当金繰入額 24 27

減価償却費 12 22

その他 438 392

販売費及び一般管理費合計 866 839

営業利益 689 409

営業外収益   

受取利息 5 4

持分法による投資利益 10 －

受取保険金 18 6

役員賞与引当金戻入額 20 －

その他 5 7

営業外収益合計 61 19

営業外費用   

支払利息 3 1

持分法による投資損失 － 102

支払補償費 5 5

その他 12 9

営業外費用合計 21 120

経常利益 729 308

特別損失   

事業構造改善費用 － 122

特別損失合計 － 122

税金等調整前四半期純利益 729 186

法人税、住民税及び事業税 275 114

法人税等調整額 △0 10

法人税等合計 274 125

四半期純利益 455 61
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円未満切捨て）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 729 186

減価償却費 77 82

受取利息及び受取配当金 △6 △5

支払利息 3 1

持分法による投資損益（△は益） － 102

売上債権の増減額（△は増加） 835 1,422

たな卸資産の増減額（△は増加） △750 33

仕入債務の増減額（△は減少） 299 △664

その他 △272 △237

小計 916 921

利息及び配当金の受取額 6 5

利息の支払額 △3 △1

法人税等の支払額 △551 △732

営業活動によるキャッシュ・フロー 367 192

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 △137 △13

その他 △25 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △163 △18

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） △99 92

長期借入金の返済による支出 △18 △16

配当金の支払額 △137 △183

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △255 △107

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53 68

現金及び現金同等物の期首残高 2,348 2,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,295 2,805
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（４）継続企業の前提に関する注記

　当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年6月30日）
　　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日　至 平成20年6月30日） （単位：百万円未満切捨て）
内 装 構 造 マ テ ハ ン 消去又は

シ ス テ ム シ ス テ ム シ ス テ ム 計 全 社 連 結

　売上高　       

　(1) 外部顧客に対する売上高　　　 2,017 2,630 2,075 6,722       - 6,722

　(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高       -       -       -       -       -       -

計 2,017 2,630 2,075 6,722       - 6,722

　営業利益 131 459 99 689       - 689

　当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年6月30日） （単位　百万円未満切捨て）
　　　　　　　　　　　　　 内 装 構 造 マ テ ハ ン 消去又は
　　　　　　　　　　　　　 シ ス テ ム シ ス テ ム シ ス テ ム 計 全 社 連 結

　売上高　       

　(1) 外部顧客に対する売上高　　　 1,743 2,237 1,290 5,271       - 5,271

　(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高       -       -       -       -       -       -

計 1,743 2,237 1,290 5,271       - 5,271

　　　 営業利益 140 317 △ 48 409       - 409

【所在地別セグメント情報】

　前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日　至 平成20年6月30日） （単位：百万円未満切捨て）

　　　　　　　　 日 本 北 米 その他の地域 計
消去又は
全 社 連 結

　売上高　       

　(1) 外部顧客に対する売上高　　　 6,043 674 4 6,722       - 6,722
　(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 57 　　　　- 96 153 (153)       -

計 6,100 674 100 6,876 (153) 6,722

　営業利益 623 60 4 688 1 689

　当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年6月30日） （単位　百万円未満切捨て）

　　　　　　　　 日 本 北 米 その他の地域 計
消去又は
全 社 連 結

　売上高　　  

　　(1)  外部顧客に対する売上高 4,809 453 8 5,271       - 5,271
　　(2)  ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 6 　　　　- 42 48 (48)       -

計 4,816 453 50 5,320 (48) 5,271

　　　 営業利益 382 9 0 393 16 409
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【海外売上高】

　前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日　至 平成20年6月30日） （単位：百万円未満切捨て）

　　　　　　　　

Ⅰ　海外売上高

Ⅱ　連結売上高

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(%)

　当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年6月30日） （単位：百万円未満切捨て）

　　　　　　　　

Ⅰ　海外売上高

Ⅱ　連結売上高

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(%)

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年6月30日）
　　該当事項はありません。

－ － 5,271

8.3 1.9 10.2

その他の地域 計

438 101 539

北米

671

10.0

北米

計

990

6,722

その他の地域

319

4.7

－

14.7

－
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６. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

当第1四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１　上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
　　　２　金額は販売価格によっております。
　　　３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　　　４　構造・マテハンシステムの一部については、連結会社以外の会社に製造委託しております。

（２）受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１　上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
　　　２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１　上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
　　　２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　　　３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

当第1四半期連結累計期間

販売高（百万円） 割合（％）

1,621 31

相手先

日立金属アドメット㈱

1,743

2,237

1,290

5,271合計

　マテハンシステム

　内装システム

　構造システム

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円）

　内装システム 1,743

　構造システム 1,532

　マテハンシステム 621

合計 3,897

2,556

1,996　マテハンシステム

7,214

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円）

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

　内装システム 1,815 2,661

　構造システム

合計

1,941

1,483

5,240
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