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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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 ％

22年3月期第3四半期 15,670 △30.1 1,113 △54.8 1,011 △59.2 452 △69.9

21年3月期第3四半期 22,418 ― 2,463 ― 2,478 ― 1,506 ―

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3四半期 24.74 ―

21年3月期第3四半期 82.24 ―

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3四半期 17,916 12,569 70.2 686.46
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3四半期  12,569百万円 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

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

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 7.50 ―

22年3月期 
（予想）

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 21,300 △29.8 1,560 △48.6 1,400 △52.1 680 △61.2 37.14

－ 1 －



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3四半期 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3四半期  89,593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3四半期 18,310,654株 21年3月期第3四半期 18,317,072株

－ 2 －



 

 

【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 

当第 3 四半期（累計期間、以下同じ）の日本経済は、期首より生産･輸出の回復で持ち直し気配を

見せたものの投資･消費が低迷して雇用悪化や円高も続き、期末にかけては景況の二番底到来も懸念

されるうちに推移しました。当社グループの売上高は、底入れ基調の景況の中でも民間を中心とした

建設･設備投資需要が回復を見せず、前年同期を下回る結果となりました。 

一方、利益面では、商品のコストバリュー強化やトータルコストダウンの推進に努めたものの、売

上高の減少が大きく影響し、前年同期を下回りました。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構造改善費用 126 百万円および持分法適用関連会社株式の

一部売却に伴う売却損 15 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＞ 

オフィス用フロアが大都市を中心とした都市再開発に支えられて増加したものの、デジタル家電･

半導体関連需要の減退によるクリーンルーム用フロアの大幅な減少が響き、売上高･利益ともに前年

同期を下回る結果となりました。 

＜構造システム＞ 

建設投資抑制の影響で、鉄骨柱脚工法が工場･物流倉庫･商業施設等の大型物件を中心に大きく減少

し、鉄骨梁補強工法も低調に推移しました。一方、前期に高機能･低価格化を進めて商品ラインアッ

プも整った制震ダンパは、拡販効果が表われ増加しました。この結果、売上高･利益は前年同期を下

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で水処理用の需要も底堅く推移しましたが、工作機

械用･鉄鋼用など主要な民間分野で設備投資の大幅な減少が続いたため、売上高･利益は前年同期を下

回りました。また、海外事業については、米国において北米市況の引き続く低迷で減少しました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第 3 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 1,740 百万円減少し、17,916

百万円となりました。流動資産は、同 1,401 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 338 百万円減少しました。 

負債は同 1,840 百万円減少の 5,346 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 3 四半期末の純資産の部は同 99 百万円増加の 12,569 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 70.2％に､1 株当たり純資産は 686.46 円になりました。 
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(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

1,482 百万円増加し、4,219 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 793 百万円、法人税等の支払 963 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 870 百万円、売上債権の減少 1,947 百万円、たな

卸資産の減少 743 百万円等のキャッシュ・フローの収入があり、1,993 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 44 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、長短借入金の減少による支出 141 百万円、配当金の支払 320

百万円等により 462 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 

当期末へ向けては、内外経済は再度の後退不安を抱えながらも緩やかな回復局面入りが予想されま

す。しかし、当社グループ関連の建設･設備市況は、底入れ感はあるものの本格的な回復までには今

しばらくの時日を要するものと思われます。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･拡販と更なる製造･調達コストダウンを鋭意継続していくことで、所期の業績目標

達成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、

昨年 10 月 26 日に公表しました｢業績予想値と決算値との差異および業績予想の修正に関するお知ら

せ｣での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。 

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。  
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(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）を第 1 四半

期連結会計期間より適用し、第 1 四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第 3 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。これによる当第 3四半期連結累計期間の売上高、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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 173 93

受取手形及び売掛金 3,700 5,665

商品及び製品 705 1,133

仕掛品 1,408 1,665

未成工事支出金 1,176 1,281

原材料及び貯蔵品 310 322

関係会社短期貸付金 4,046 2,676

その他 533 618

貸倒引当金 △21 △20

流動資産合計 12,033 13,434

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,750 3,751

その他（純額） 945 1,085

有形固定資産合計 4,695 4,836

無形固定資産 166 150

投資その他の資産   

その他 1,055 1,270

貸倒引当金 △34 △36

投資その他の資産合計 1,021 1,234

固定資産合計 5,882 6,221

資産合計 17,916 19,656

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,421 3,279

短期借入金 396 579

未払法人税等 192 735

引当金 17 18

その他 768 1,101

流動負債合計 3,795 5,714

固定負債   

退職給付引当金 1,352 1,278

役員退職慰労引当金 26 26

その他 172 167

固定負債合計 1,551 1,472

負債合計 5,346 7,187
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（単位：百万円未満切捨て）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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 4,332 4,210

自己株式 △36 △36

株主資本合計 12,609 12,487

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △5

為替換算調整勘定 △43 △12

評価・換算差額等合計 △40 △18

純資産合計 12,569 12,469

負債純資産合計 17,916 19,656
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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：百万円未満切捨て）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 22,418 15,670

売上原価 17,248 12,154

売上総利益 5,170 3,515

販売費及び一般管理費   

給料 1,236 1,094

退職給付引当金繰入額 68 83

減価償却費 46 72

その他 1,355 1,151

販売費及び一般管理費合計 2,707 2,401

営業利益 2,463 1,113

営業外収益   

受取利息 18 16

持分法による投資利益 22 －

受取保険金 17 6

役員賞与引当金戻入額 20 －

事業譲渡益 － 15

その他 16 21

営業外収益合計 95 59

営業外費用   

支払利息 11 6

持分法による投資損失 － 120

為替差損 11 －

支払補償費 5 15

その他 52 18

営業外費用合計 80 160

経常利益 2,478 1,011

特別損失   

事業構造改善費用 － 126

関係会社株式売却損 － 15

特別損失合計 － 141

税金等調整前四半期純利益 2,478 870

法人税、住民税及び事業税 980 394

法人税等調整額 △8 22

法人税等合計 972 417

四半期純利益 1,506 452
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 2,478 870

減価償却費 271 260

受取利息及び受取配当金 △20 △18

支払利息 11 6

持分法による投資損益（△は益） － 120

売上債権の増減額（△は増加） △38 1,947

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,754 743

仕入債務の増減額（△は減少） 324 △793

その他 △205 △192

小計 1,067 2,944

利息及び配当金の受取額 23 18

利息の支払額 △11 △6

法人税等の支払額 △1,077 △963

営業活動によるキャッシュ・フロー 1 1,993

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 △282 △105

その他 △26 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △308 △44

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） 80 △108

長期借入金の返済による支出 △53 △33

配当金の支払額 △319 △320

その他 △3 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △296 △462

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △605 1,482

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 1,743 4,219
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（４）継続企業の前提に関する注記

　当第3四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年12月31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3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日　至 平成20年12月31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　　　 6,375 9,442 6,600 22,418       - 22,418

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

計 6,375 9,442 6,600 22,418       - 22,418

　営業利益 369 1,726 367 2,463       - 2,463

　当第3四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年12月31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　　　 5,076 6,064 4,529 15,670       - 15,670

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

計 5,076 6,064 4,529 15,670       - 15,670

　営業利益又は営業損失（△） 255 863 △ 5 1,113       - 1,113

【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4月1日　至 平成20年12月31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　　　 20,594 1,801 22 22,418       - 22,418
　(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 108 　　　　- 302 411 (411)       -

計 20,703 1,801 325 22,830 (411) 22,418

　営業利益 2,336 113 37 2,487 (23) 2,463

　当第3四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年12月31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　　　 14,288 1,368 13 15,670       - 15,670
　(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 68 6 70 145 (145)       -

計 14,356 1,375 83 15,816 (145) 15,670

　営業利益又は営業損失（△） 1,036 42 △ 2 1,076 37 1,113
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【海外売上高】

　前第3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日　至 平成20年12月31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3四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年12月31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3四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年12月31日）
　　該当事項はありません。

－ － 15,670

8.6 2.8 11.4

その他の地域 計

1,342 436 1,778

北米

1,791

8.0

北米

計

2,590

22,418

その他の地域

798

3.6

－

11.6

－
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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3四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3四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3四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。

合計

5,085

4,706

15,577 7,101

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 5,786 3,300

　構造システム

合計 11,882

1,872

1,928　マテハンシステム

　構造システム 4,150

　マテハンシステム 2,656

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 5,076

相手先

日立金属アドメット㈱

5,076

6,064

4,529

15,670合計

　マテハンシステム

　内装システム

　構造システム

当第3四半期連結累計期間

販売高（百万円） 割合（％）

4,990 32
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