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

21年12月期第3四半期 37,227 ― 2,132 ― 2,132 ― 1,008 ―
20年12月期第3四半期 47,637 8.6 3,922 26.0 4,056 29.6 2,053 △11.6

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3四半期 18.31 18.30
20年12月期第3四半期 37.32 37.27

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3四半期 62,999 30,391 48.2 551.92
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3四半期  30,391百万円 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
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

20年12月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
21年12月期 ― 5.00 ―
21年12月期 

（予想）
5.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 51,000 △20.5 2,790 △46.7 2,700 △49.6 1,480 △38.8 26.88



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3四半期 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3四半期  73,249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3四半期 55,059,649株 20年12月期第3四半期 55,016,107株



 当第３四半期連結累計期間(平成21年１月１日～平成21年９月30日)におけるわが国経済は、全体としては底打ちの

傾向が見られ落ち着きを取り戻しつつあるものの、雇用・所得環境の悪化により個人消費の冷え込みが続くなど、景

気の本格的な回復の兆しは見えず、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 特に、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は、マンション需要の低迷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、大変厳しい環境となりました。 

 このような経営環境のなかで当社グループは、平成21年を初年度とする中期３ヵ年経営計画「Plan-Seeds-2011」

の重点施策である、戸建木造分野における新製品の開発、構造機材製品の営業力強化、金属加工技術の社内育成等に

取り組んでまいりました。 

 また、緊急対応策として役員報酬を減額するとともに、さらなるコスト削減のため、一時休業の実施、生産・物流

拠点の集約、および全社員が参加したコスト削減キャンペーンの実施等の施策を推し進めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は372億２千７百万円、営業利益は21億３千２百万円、経常利益

は21億３千２百万円、四半期純利益は10億８百万円となりました。 

 事業別の売上高につきましては、建設関連製品事業は292億６千６百万円、自動車関連製品事業は37億７千２百万

円、ホテル事業は26億７千４百万円、その他の事業は15億１千３百万円となりました。 

 所在地別の売上高につきましては、日本は297億４千３百万円、北米は69億５千９百万円、その他は５億２千４百

万円となりました。 

  

(注)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３四半期連結累計期間 
自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日 

    金額 構成比(％) 

建設関連

製品事業 

仮設・型枠製品 4,987 13.4 

土木製品 3,432 9.2 

構造機材製品 12,861 34.5 

建材商品 7,985 21.5 

小 計 29,266 78.6 

自動車関連製品事業 3,772 10.1 

ホテル事業 2,674 7.2 

その他の事業 1,513 4.1 

合 計 37,227 100.0 



(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60億５千７百万円減少し、374億８千万円とな

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、土地および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13億５千６百万円増加し、255億１千８百万円となりました。 

 ② 負債 

   流動負債は主に仕入債務の減少により前連結会計年度末に比べ60億９千８百万円減少し、205億８千６百万円

となりました。 

   固定負債は主に長期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ４億７千７百万円増加し、120億２千１百万

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９億２千万円増加し、303億９千１百万円となりました。また、自己資本比

率は前連結会計年度末に比べ5.2ポイント増加し48.2％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47億１百万円減少し、629億９千９百万円となりました。 

  

(２)キャッシュ・フローの状況 

    当第３四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22

億１千万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出12億８千８百万円、財務活動によるキャッシュ・フ

ローに係る支出18億３千２百万円となったことなどにより、前連結会計年度末に比べ１億８千３百万円減少し、

155億１千５百万円となりました。 

  

 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、22億１千万円となりました。主な要因は、たな卸資産の

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、12億８千８百万円となりました。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、18億３千２百万円となりました。主な要因は、借入金の

返済による支出および配当金の支払によるものであります。 

  

 平成21年12月期の通期の連結業績予想につきましては、平成21年７月31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３四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。 

（たな卸資産の評価方法） 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

（繰延税金資産およ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、第１四

半期連結会計期間から、「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、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 

 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53,558千円増加

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79,102千円減少しておりま

す。 

④ リース取引に関する会計基準等の適用 

 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の「その他」に

327,612千円、無形固定資産の「その他」に16,246千円計上されております。この変更による損益に与える影響

は軽微であります。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,515,164 15,698,660

受取手形及び売掛金 15,519,904 20,490,668

商品及び製品 2,941,166 3,976,449

仕掛品 969,889 1,023,898

原材料及び貯蔵品 1,447,426 1,394,838

その他 1,126,355 1,017,837

貸倒引当金 △38,976 △64,079

流動資産合計 37,480,930 43,538,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,206,822 5,544,613

機械装置及び運搬具（純額） 2,273,061 2,400,460

土地 3,878,891 2,525,169

建設仮勘定 3,615,292 2,393,173

その他（純額） 1,554,703 1,281,953

有形固定資産合計 17,528,771 14,145,370

無形固定資産   

のれん 860,727 1,042,020

その他 1,584,203 1,768,228

無形固定資産合計 2,444,930 2,810,249

投資その他の資産   

投資有価証券 3,431,471 4,974,434

その他 2,477,133 2,792,065

貸倒引当金 △363,580 △559,470

投資その他の資産合計 5,545,024 7,207,029

固定資産合計 25,518,725 24,162,649

資産合計 62,999,656 67,700,922



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,305,481 5,741,308

信託未払金 6,973,886 10,122,333

短期借入金 6,663,483 7,318,375

未払法人税等 512,745 1,159,799

賞与引当金 318,719 138,272

役員賞与引当金 － 104,340

その他 1,812,543 2,101,219

流動負債合計 20,586,860 26,685,648

固定負債   

長期借入金 7,483,435 7,117,097

退職給付引当金 1,929,579 1,871,872

役員退職慰労引当金 － 5,476

その他 2,608,040 2,549,360

固定負債合計 12,021,055 11,543,807

負債合計 32,607,915 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 6,013,287 6,063,962

利益剰余金 20,187,278 20,186,725

自己株式 △17,900 △17,857

株主資本合計 33,065,615 33,112,824

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △141,426 △159,142

為替換算調整勘定 △2,532,447 △3,812,988

評価・換算差額等合計 △2,673,874 △3,972,130

少数株主持分 － 330,773

純資産合計 30,391,741 29,471,466

負債純資産合計 62,999,656 67,700,922



（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 37,227,984

売上原価 26,685,783

売上総利益 10,542,201

販売費及び一般管理費 8,409,659

営業利益 2,132,541

営業外収益  

受取利息 85,600

受取配当金 37,998

投資有価証券売却益 61,587

その他 117,511

営業外収益合計 302,697

営業外費用  

支払利息 296,287

その他 6,775

営業外費用合計 303,063

経常利益 2,132,176

特別利益  

固定資産売却益 204

貸倒引当金戻入額 44,414

関係会社清算益 124,886

その他 2,599

特別利益合計 172,104

特別損失  

固定資産処分損 22,092

過年度退職給付費用 25,543

ゴルフ会員権評価損 65,388

その他 12,435

特別損失合計 125,459

税金等調整前四半期純利益 2,178,820

法人税、住民税及び事業税 1,196,196

法人税等調整額 △23,793

法人税等合計 1,172,403

少数株主損失（△） △1,670

四半期純利益 1,008,088



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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 2,178,820

減価償却費 1,194,815

賞与引当金の増減額（△は減少） 180,447

貸倒引当金の増減額（△は減少） △152,373

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,637

受取利息及び受取配当金 △123,599

支払利息 296,287

関係会社清算損益（△は益） △124,886

売上債権の増減額（△は増加） 4,891,168

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,118,256

仕入債務の増減額（△は減少） △4,580,403

その他の流動負債の増減額（△は減少） △483,368

その他の固定負債の増減額（△は減少） △243,637

未払消費税等の増減額（△は減少） △145,625

その他 74,690

小計 4,137,227

法人税等の支払額 △1,926,868

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,210,359

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 △3,001,276

無形固定資産の取得による支出 △42,345

投資有価証券の取得による支出 △3,403,920

投資有価証券の売却による収入 5,128,943

子会社株式の取得による支出 △84,080

関係会社の整理による収入 138,386

利息及び配当金の受取額 122,296

その他 △146,134

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,288,129

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 16,679,440

短期借入金の返済による支出 △16,997,796

長期借入れによる収入 3,430,000

長期借入金の返済による支出 △3,937,482

配当金の支払額 △610,276

利息の支払額 △329,784

その他 △66,555

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,832,453

現金及び現金同等物に係る換算差額 740,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,332

現金及び現金同等物の期首残高 15,698,660

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △14,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,515,164



 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）及び「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３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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 
 29,266,650  3,772,954  2,674,791  1,513,588  37,227,984  －  37,227,984

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  36,778  36,778 ( )36,778  －

計  29,266,650  3,772,954  2,674,791  1,550,366  37,264,763 ( )36,778  37,227,984

営業利益  1,918,458  70,612  59,587  83,884  2,132,541 ( )－  2,132,541

〔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 
 29,743,597  6,959,666  524,720  37,227,984  －  37,227,984

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 61,385  －  －  61,385 ( )61,385  －

計  29,804,982  6,959,666  524,720  37,289,370 ( )61,385  37,227,984

営業利益又は 

営業損失(△) 
 1,984,050  266,048  △117,556  2,132,541 ( )－  2,132,541



  

     当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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  6,153,128  1,348,516  7,501,644

Ⅱ 連結売上高    37,227,984

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合 
％ 16.6 ％ 3.6 ％ 20.2

（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３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

  

科  目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  47,637,072

Ⅱ 売上原価  33,847,423

売上総利益  13,789,649

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,867,273

営業利益  3,922,376

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息   251,066

２ 受取配当金   44,270

３ その他   248,827

    計   544,163

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息   390,784

２ その他   19,182

    計   409,967

経常利益  4,056,571

Ⅵ 特別利益  2,406

Ⅶ 特別損失  186,111

税金等調整前四半期純利益   3,872,866

税金費用   1,776,076

少数株主利益   43,719

四半期純利益   2,053,069
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