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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 19,432 ― 395 ― 488 ― 209 ―
20年12月期第3四半期 28,052 △5.6 1,362 △9.8 1,501 △4.0 745 △6.9

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 19.53 ―
20年12月期第3四半期 67.27 ―

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 22,101 8,102 36.5 750.50
20年12月期 24,248 7,755 31.8 718.24

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  8,061百万円 20年12月期  7,714百万円

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
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 ― ― ― 8.00 8.00
21年12月期 ― ― ―
21年12月期 

（予想）
8.00 8.00

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 27,500 △23.4 530 △64.7 650 △64.2 300 △67.8 27.93
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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 
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）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）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。 
 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります、業績予想の前提となる条件については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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 11,150,100株 20年12月期  11,150,100株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  408,818株 20年12月期  408,717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 10,741,295株 20年12月期第3四半期 11,076,328株
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  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整や中国向け需要回復を受けて、輸出や生産は持ち直 

  しの動きを見せているものの、企業業績や設備投資は落ち込み、雇用環境も悪化していることから、景気は依然深 

  刻な状況が続いております。世界経済においては、中国において景気持ち直しの動きが広がっているものの、米国 

  や英国等、世界主要国の雇用環境は悪化し、景気は依然低迷を続けております。 

   このような厳しい経営環境下、当社グループの受注環境は一段と厳しさを増し、受注額が減少した結果、当第３ 

 四半期連結累計期間の連結売上高は194億32百万円（前年同期比30.7％減）となりました。利益面につきまして 

 は、危機対策として、早期に役員報酬の減額等、固定費を抑制し、コスト削減に努めましたが、受注額減少の影響 

 は避けられず、営業利益は３億95百万円（前年同期比71.0％減）、経常利益は４億88百万円（前年同期比67.4％ 

 減）、四半期純利益につきましては、２億９百万円（前年同期比71.8％減）となりました。  

  事業の種類別セグメント概況は次のとおりであります。  

[産業資材事業]  

   北米の樹脂ホースの販売は、米国景気低迷の影響を受け、販売額が減少しました。国内においては、建機顧客の

 大幅な減産の影響を受け、建機部材の受注額が大幅に減少しました。国内、北米事業ともに受注量が減少した他、 

 北米在外子会社財務諸表の邦貨換算が円高による影響を受けたことも重なり、売上高につきましては、126億７百 

 万円（前年同期比34.3％減）となり、営業利益は７億36百万円（前年同期比56.7％減）となりました。  

[建設資材事業]  

   建設業界の受注環境は一段と厳しさを増す中、引き続き民間投資分野に注力すべく、当社オリジナル商品である 

 「スーパーマテリアルズ」（ドラッグストアや百貨店等の商業施設で使用されるセラミックタイル）の受注確保に 

  努めてまいりました。更にコスト競争力を高めるために、当社オリジナルのレジン製軟質点字タイル「Ｍブレイ 

  ル」（歩行者通路や鉄道施設等で使用される）を市場へ新規投入し、マーケットへの浸透を図ってまいりました。 

  しかしながら、民間投資、公共投資共に受注額が減少した結果、売上高は51億37百万円（前年同期比24.9％減）と 

 なり、利益面では、コストオペレーションを見直し、利益率回復に努めたものの、受注減の影響は避けられず、営 

 業利益は１億21百万円（前年同期比20.2％減）となりました。  

[スポーツ施設資材事業]  

   改修物件を中心に「モンドターフ」（人工芝：ＦＩＦＡ認証品）や「スーパーＸ」（全天候型舗装材：国際陸上 

 連盟認証品）等の受注確保に努めてまいりました。「モンドターフ」の人工芝リサイクルシステムについては、大 

 型物件を受注し、一定の成果を上げたものの、「タラフレックス」（弾性スポーツ床材：国際バレーボール連盟、 

 国際テニス連盟等認証品）並びに「スーパーＸ」の販売が伸び悩んだ結果、売上高は10億７百万円（前年同期比 

 16.9％減）、営業利益は37百万円（前年同期比7.2％減）となりました。  

[その他事業]  

   その他事業につきましては、主にホテル業において、消費低迷の影響を受け、稼働率が低下し、販売額が減少し 

 たことを理由に、売上高は６億80万円（前年同期比15.0％減）となり、営業損失は14百万円（前年同期：営業利益 

  16百万円）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、前年同期との正確な比較は出来ませんが、業績説明

   上の参考情報として前年同期比を記載しております。 

(1)当第３四半期の財政状態の変動状況  

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて8.9％減少し、221億１百万円となりまし 

 た。これは、主として受取手形及び売掛金10億69百万円、たな卸資産12億39百万円、それぞれ減少したことによる 

  ものです。  

    負債合計は、前連結会計年度末に比べて15.1％減少し、139億99百万円となりました。これは、主に支払手形及 

  び買掛金18億５百万円、長期借入金３億14百万円、それぞれ減少したことによるものです。  

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.5％増加し、81億２百万円となりました。これは、主にその他有価 

  証券評価差額金１億96百万円、為替換算調整勘定３億24百万円、それぞれ増加したことことによるものです。  

    以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.7ポイント上昇 

 し36.5％となりました。  

  (2)当第３四半期のキャッシュ・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、前連結会計年度末より５億84百万円増加し、29億 

  76百万円となりました。  

   当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）  

     仕入債務の減少額19億８百万円ありましたが、売上債権の減少額15億13百万円、たな卸資産の減少額12億90百  

   万円により、13億24百万円の収入（前年同期は10億70百万円の収入）となりました。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  

     定期預金の払戻による収入６億28百万円等により、28百万円の収入（前年同期は２億39百万円の支出）となり 

   ました。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

    社債の償還による支出６億80百万円等により、９億15百万円の支出（前年同期は８億11百万円の支出）となりま 

   した。  

平成21年8月11日に発表いたしました平成21年12月期 第２四半期決算短信の通期業績予想に変更はございません。

該当事項はありません。 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

   一部の連結子会社においては、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。  

  ②棚卸資産の評価方法  

   当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して、第２四半期連結会計期 

  間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。なお、当第３四半期連結会計期間末 

  における棚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格を見積も 

   り、簿価切下げを行う方法によっております。   

  ③固定資産の減価償却費の算定方法  

   一部の連結子会社においては、固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく 

   年間償却予定額を期間按分する方法によっております。  

  

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

  ①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用  

    当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会 

   計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 

   企業会計基準適用指針第14号）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。 

   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、当社及び国内連結子会社は、主として移動平均法に 

   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 

   会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として移動平均法によ 

   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。  

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は27,132千円、税金等調整前四半期純利益は  

   66,280千円減少しております。  

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

   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」  

  （企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており 

   ます。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ  

   28,195千円減少しております。また、期首の利益剰余金から299,678千円を減算したことに伴い、利益剰余金が同 

   額減少しています。  

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

   ④リース取引に関する会計基準等の適用  

    所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって 

   おりましたが、「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（企業会計審議会第 

   一部会）、平成19年３月30日改正））及び「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（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４ 

   月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い 

   、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま 

  す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間 

   を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

  これによる損益への影響はありません。  

（追加情報）  

有形固定資産の耐用年数の変更  

   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23 

   号）に伴い、機械装置の耐用年数を見直した結果、第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用  

   年数に変更しております。これに伴う、当第３四半期連結累計期間の営業利益、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軽微であります。  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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１【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 3,387,878 2,995,012

受取手形及び売掛金 4,280,841 5,350,377

商品及び製品 3,870,643 5,018,195

原材料及び貯蔵品 329,382 376,842

仕掛品 264,689 309,487

その他 597,434 452,460

貸倒引当金 △48,326 △60,237

流動資産合計 12,682,544 14,442,138

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,022,835 3,118,032

その他 2,945,740 3,061,402

有形固定資産合計 5,968,576 6,179,435

無形固定資産   

のれん 97,446 370,295

その他 276,065 406,239

無形固定資産合計 373,512 776,534

投資その他の資産（純額） 3,076,909 2,850,325

固定資産合計 9,418,997 9,806,296

資産合計 22,101,542 24,248,434

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,451,466 5,256,634

短期借入金 2,954,637 3,313,089

1年内償還予定の社債 170,000 680,000

1年内返済予定の長期借入金 1,949,317 1,414,108

未払法人税等 15,016 115,434

賞与引当金 83,715 3,051

その他 749,376 579,463

流動負債合計 9,373,530 11,361,780

固定負債   

社債 70,000 240,000

長期借入金 3,693,818 4,007,950

退職給付引当金 411,086 373,578

役員退職慰労引当金 190,766 180,265

負ののれん 18,102 37,243

その他 242,165 292,266

固定負債合計 4,625,940 5,131,304
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(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) 

負債合計 13,999,471 16,493,085

純資産の部   

株主資本   

資本金 783,716 783,716

資本剰余金 839,940 839,940

利益剰余金 7,451,026 7,626,835

自己株式 △124,192 △124,169

株主資本合計 8,950,491 9,126,322

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,425 △107,430

繰延ヘッジ損益 37 △737

為替換算調整勘定 △978,591 △1,303,231

評価・換算差額等合計 △889,129 △1,411,400

少数株主持分 40,709 40,427

純資産合計 8,102,071 7,755,349

負債純資産合計 22,101,542 24,248,434
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(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 19,432,509

売上原価 14,595,295

売上総利益 4,837,214

販売費及び一般管理費 4,441,841

営業利益 395,372

営業外収益  

受取利息 8,238

受取配当金 32,034

負ののれん償却額 19,140

持分法による投資利益 186,787

その他 48,611

営業外収益合計 294,812

営業外費用  

支払利息 122,791

為替差損 51,446

その他 26,959

営業外費用合計 201,197

経常利益 488,988

特別損失  

投資有価証券評価損 100,221

たな卸資産評価損 39,147

特別損失合計 139,369

税金等調整前四半期純利益 349,618

法人税等 139,471

少数株主利益 346

四半期純利益 209,800
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(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 349,618

減価償却費 431,893

のれん償却額 39,846

負ののれん償却額 △19,140

持分法による投資損益（△は益） △186,787

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,508

貸倒引当金の増減額（△は減少） △118,811

受取利息及び受取配当金 △40,272

支払利息 122,791

為替差損益（△は益） 389

有価証券評価損益（△は益） 100,221

売上債権の増減額（△は増加） 1,513,112

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,290,180

仕入債務の増減額（△は減少） △1,908,081

その他 47,274

小計 1,659,743

利息及び配当金の受取額 121,819

利息の支払額 △126,821

法人税等の支払額 △329,759

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,324,982

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △437,000

定期預金の払戻による収入 628,515

投資有価証券の取得による支出 △64,021

有形固定資産の取得による支出 △61,994

有形固定資産の売却による収入 1,581

無形固定資産の取得による支出 △39,958

その他 1,669

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,792

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） △373,676

長期借入れによる収入 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,076,085

社債の償還による支出 △680,000

自己株式の取得による支出 △22

配当金の支払額 △85,749

財務活動によるキャッシュ・フロー △915,533

現金及び現金同等物に係る換算差額 146,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 584,648

現金及び現金同等物の期首残高 2,391,912

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,976,560
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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)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)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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

  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） 

 
(注) １. 事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。  

    ２. 各区分に属する主要な製品  

           産業資材事業     … 樹脂製品、各種ホース、工業用ゴム等     

           建設資材事業     … 道路資材、港湾資材、景観土木資材、床材等  

           スポーツ施設資材事業  … スポーツ関連施設材  

           その他事業     … アウトドアスポーツ用品、ホテル業、研究開発等  

       ３. 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」（企業会計基準委員会 平成18 

           年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合 

           に比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益は産業資材事業が8,937千円、建設資材事業が 

           10,356千円、スポーツ施設資材事業が7,523千円それぞれ減少しております。  

    ４. 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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 企業会計基準第18号）を適用しております。こ 

           の変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間の産業資材事業の営 

           業利益が28,195千円減少しております。  

    ５.「追加情報、有形固定資産の耐用年数の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は法人税法の 

           改正を契機として、機械装置の耐用年数を改正後の耐用年数に変更しております。この変更に伴い従 

           来の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微 

      であります。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

産業資材 
事業 
(千円)

建設資材
事業 
(千円)

スポーツ
施設資材事業

(千円)

その他
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

12,607,290 5,137,456 1,007,567 680,195 19,432,509 ─ 19,432,509

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

116,542 3,123 ─ 46,124 165,790 (165,790) ─

計 12,723,832 5,140,579 1,007,567 726,319 19,598,299 (165,790) 19,432,509

  営業利益又は 
  営業損失（△）

736,492 121,290 37,793 △ 14,759 880,816 (485,443) 395,372
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 【所在地セグメント情報】 

  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） 

 
(注) １. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

    ２. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。  

           北米     … 米国、カナダ、メキシコ  

           その他    … 中国  

    ３. 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」（企業会計基準委員会 平成18 

           年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合 

           に比較して、当第３四半期連結累計期間の日本の営業利益が27,132千円減少しております。  

    ４. 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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 企業会計基準第18号）を適用しております。この  

           変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間の北米の営業利益が 

           28,195千円減少しております。  

    ５.「追加情報、有形固定資産の耐用年数の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は法人税法の 

           改正を契機として、機械装置の耐用年数を改正後の耐用年数に変更しております。この変更に伴い従 

           来の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微 

      であります。  

 【海外売上高】 

  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） 

 
（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

     ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。  

         (1) 北米   ・・・   米国・カナダ他  

           (2) その他  ・・・   中国・オーストラリア・シンガポール・イギリス他  

       ３. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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

10,620,664 8,712,569 99,275 19,432,509 ─ 19,432,509

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

315,136 1,415 24,524 341,076 (341,076) ─

計 10,935,800 8,713,985 123,799 19,773,585 (341,076) 19,432,509

  営業利益又は 
  営業損失（△）

332,158 568,390 △ 6,154 894,394 (499,022) 395,372

北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 8,331,620 587,821 8,919,441

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ 19,432,509

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

42.9 3.0 45.9
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前年同四半期に係る財務諸表等 

（1）四半期連結損益計算書 

                           （単位：千円） 

 
  

 （2）セグメント情報 

  【事業の種類別セグメント情報】 

    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） 

        （単位：千円）

 
  

「参考資料」

科目
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)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

 売上高 28,052,281 100.0

 売上原価 21,401,620 76.3

   売上総利益 6,650,661 23.7

 販売費及び一般管理費 5,287,999 18.9

   営業利益 1,362,662 4.9

 営業外収益 409,634 1.4

 営業外費用 270,487 1.0

   経常利益 1,501,809 5.3

 特別損失 26,801 0.1

 税金等調整前四半期純利益 1,475,007 5.2

 法人税等合計 711,545 2.5

 少数株主利益 18,365 0.1

 四半期純利益 745,096 2.7

産業資材 
事業 

（千円）

建設資材
事業 

（千円）

スポーツ
施設資材事業
（千円）

その他
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

19,195,915 6,842,718 1,213,026 800,621 28,052,281 ─ 28,052,281

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

111,140 4,609 ─ 45,594 161,344 (161,344) ─

計 19,307,055 6,847,327 1,213,026 846,216 28,213,625 (161,344) 28,052,281

  営業利益 1,700,285 152,065 40,718 16,610 1,909,679 (547,017) 1,362,662
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  【所在地別セグメント情報】 

    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） 

       （単位：千円）

 
  

  

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

15,482,019 12,394,320 175,941 28,052,281 ─ 28,052,281

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

471,121 2,902 49,898 523,922 (523,922) ─

計 15,953,140 12,397,222 225,840 28,576,203 (523,922) 28,052,281

  営業利益 751,570 1,151,413 9,261 1,912,245 (549,582) 1,362,662
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