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

22年12月期第1四半期 11,246 △15.7 610 △42.5 615 △40.4 316 △13.1
21年12月期第1四半期 13,338 ― 1,060 ― 1,032 ― 364 ―

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12月期第1四半期 5.78 5.78
21年12月期第1四半期 6.62 6.62

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12月期第1四半期 63,011 31,606 50.2 583.64
21年12月期 63,200 30,814 48.8 559.54

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  31,606百万円 21年12月期  30,814百万円

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12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22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 24,140 △4.4 1,250 △13.5 1,150 △20.4 750 13.1 13.62

通期 50,000 0.4 3,230 6.9 3,020 1.3 1,860 △2.2 33.78



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）  有  

(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） 

(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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
香港岡部有限公司           
惠州高爾夫球場有限公司

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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12月期第1四半期 55,152,632株 21年12月期  55,144,632株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  999,158株 21年12月期  73,429株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 54,832,510株 21年12月期第1四半期 55,048,161株



 当第１四半期連結累計期間(平成22年１月１日～平成22年３月31日)におけるわが国経済は、政府の経済対策等によ

り景気の一部に持ち直しの兆しが見られたものの、雇用情勢や所得環境の先行き不透明感から、個人消費の本格的な

回復には至らず、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 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、着工床面積が大きく落ち込んだ前年をさらに下回

る水準で推移するなど、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、当社グループは、営業担当者を対象とした研修制度を充実させ、当社グループの強み

である提案型営業の強化を図るとともに、戸建て木造分野へ新規参入すべく、製品開発と販売体制の整備に注力して

まいりました。 

 また、前連結会計年度に引き続き、役員報酬の減額、一時休業の実施など、全社的なコスト削減の徹底に取り組

み、収益確保に努めてまいりました。  

 当社グループが実施した事業別の施策および業績は、つぎのとおりであります。 

  

〔建設関連製品事業〕 

 建設関連製品の売上高を製品別にみますと、仮設・型枠製品は、住宅着工戸数の低迷による数量の落ち込みが響い

たことなどにより、前年同期に比べ25.2％の減少となりました。 

 土木製品は、法面補強関連工法を中心に積極的に営業展開したことなどにより、前年同期に比べ1.7％の減少にと

どまりました。 

 構造機材製品は、主力の耐震製品を積極的に営業展開したものの、マンション需要の低迷を受け、前年同期に比べ

25.4％の減少となりました。 

 他社からの仕入商品であります建材商品は、利益重視の方針のもと取扱製品を厳選した結果、前年同期に比べ

17.6％の減少となりました。 

 この結果、建設関連製品事業における売上高は83億２千４百万円(前年同期比20.0％減)となり、営業利益は３億８

千１百万円(前年同期比57.2％減)となりました。 

  

〔自動車関連製品事業〕 

 自動車関連製品事業は、米国の新車販売台数が堅調に推移したことなどにより、売上高は14億３百万円(前年同期

比2.2％増)となり、営業利益は１億７千２百万円(前年同期比220.8％増)となりました。 

  

〔ホテル事業〕 

 ホテル事業は、ビジネス需要の回復の遅れから、売上高は９億２千３百万円(前年同期比0.8％減)となり、新ホテ

ル開業に伴う費用増加などにより、営業損失は８千９百万円(前年同四半期は営業損失４百万円)となりました。 

  

〔その他の事業〕 

 その他の事業は、ゴルフ場事業から撤退したため、売上高は５億９千５百万円(前年同期比5.2％減)となりました

が、海洋資材事業が好調に推移したことなどにより、営業利益は１億４千５百万円(前年同期比21.0％増)となりまし

た。 

  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は112億４千６百万円(前年同期比15.7％減)となりました。ま

た、営業利益は６億１千万円(前年同期比42.5％減)、経常利益は６億１千５百万円(前年同期比40.4％減)、四半期純

利益は３億１千６百万円(前年同期比13.1％減)となりました。  

 所在地別の売上高につきましては、日本は87億７千５百万円(前年同期比18.5％減)、北米は22億２千６百万円(前

年同期比6.3％減)、その他は２億４千５百万円(前年同期比28.4％増)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



(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。 

  

  

  

(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10億７千１百万円減少し、359億６千４百万円

となりました。 

   固定資産は主に定期預金の設定などにより前連結会計年度末に比べ８億８千２百万円増加し、270億４千７百

万円となりました。 

 ② 負債 

   流動負債は主に短期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ16億６千２百万円減少し、201億６千７百万

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６億８千２百万円増加し、112億３千８百万

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７億９千１百万円増加し、316億６百万円となりました。また、自己資本比

率は前連結会計年度末に比べ1.4ポイント増加し50.2％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１億８千８百万円減少し、630億１千１百万円となりまし

た。 

(参考)連結事業別・製品別売上高 

事業別 

前第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 

当第１四半期連結累計期間 
自 平成22年１月１日 
至 平成22年３月31日 

増減率  

金額 構成比 金額 構成比 

建設関連

製品事業 

   ％    ％ ％ 

仮設・型枠製品  1,803  13.5  1,348  12.0  △25.2

土木製品  1,395  10.5  1,372  12.2  △1.7

構造機材製品  4,322  32.4  3,225  28.7  △25.4

建材商品  2,884  21.6  2,377  21.1  △17.6

小 計  10,406  78.0  8,324  74.0  △20.0

自動車関連製品事業  1,372  10.3  1,403  12.5  2.2

ホテル事業  930  7.0  923  8.2  △0.8

その他の事業  628  4.7  595  5.3  △5.2

合 計  13,338  100.0  11,246  100.0  △15.7

２．連結財政状態に関する定性的情報



(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 

 16億１百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出13億４千３百万円、財務活動によるキャッシュ・フ

ローに係る支出12億４千５百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ８億６千４百万円減少し、

145億５千万円となりました。 

  

 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、16億１百万円となりました(前年同四半期は７億５千８

百万円の収入)。主な要因は、法人税等の支払額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、13億４千３百万円となりました(前年同四半期は８億５

千１百万円の支出)。主な要因は、定期預金の預入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、12億４千５百万円となりました(前年同四半期は７億３

千４百万円の支出)。主な要因は、長期借入金の返済および自己株式の取得による支出によるものであります。 

  

  

 平成22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22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。 

  

  

当社は、連結子会社である香港岡部有限公司(特定子会社)の全株式を平成22年１月27日付で売却したため、当

第１四半期連結会計期間の期首に同社およびその子会社等である明興投資有限公司、惠州高爾夫球場有限公司

(特定子会社)を連結の範囲から除外しております。     

  

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。 

（たな卸資産の評価方法） 

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

な卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。また、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。   

  

該当事項はありません。   

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

（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22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,550,581 15,415,332

受取手形及び売掛金 14,799,682 15,933,425

商品及び製品 2,557,307 2,620,809

仕掛品 753,062 812,537

原材料及び貯蔵品 1,455,752 1,374,222

その他 1,882,126 917,263

貸倒引当金 △33,961 △38,014

流動資産合計 35,964,550 37,035,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,579,540 10,880,393

機械装置及び運搬具（純額） 2,125,229 2,083,862

土地 4,023,184 3,687,157

その他（純額） 1,433,016 2,051,453

有形固定資産合計 18,160,971 18,702,866

無形固定資産   

のれん 787,486 794,944

その他 1,139,392 1,489,372

無形固定資産合計 1,926,878 2,284,316

投資その他の資産   

投資有価証券 3,510,365 3,256,850

その他 3,812,695 2,317,849

貸倒引当金 △363,887 △397,443

投資その他の資産合計 6,959,173 5,177,256

固定資産合計 27,047,023 26,164,440

資産合計 63,011,574 63,200,016



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,075,374 5,073,379

信託未払金 7,003,499 7,421,044

短期借入金 5,819,523 7,390,762

未払法人税等 321,572 198,669

賞与引当金 246,052 60,497

その他 1,701,073 1,685,474

流動負債合計 20,167,095 21,829,828

固定負債   

長期借入金 7,177,648 6,415,893

退職給付引当金 1,893,474 1,936,628

その他 2,167,270 2,203,236

固定負債合計 11,238,392 10,555,758

負債合計 31,405,488 32,385,586

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,884,238 6,883,502

資本剰余金 6,014,575 6,013,839

利益剰余金 21,404,575 21,080,974

自己株式 △319,253 △17,959

株主資本合計 33,984,135 33,960,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,928 △173,037

為替換算調整勘定 △2,357,121 △2,972,889

評価・換算差額等合計 △2,378,049 △3,145,926

純資産合計 31,606,085 30,814,429

負債純資産合計 63,011,574 63,200,016



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 13,338,000 11,246,393

売上原価 9,369,569 8,112,347

売上総利益 3,968,431 3,134,045

販売費及び一般管理費 2,907,564 2,523,964

営業利益 1,060,866 610,081

営業外収益   

受取利息 42,782 10,232

受取配当金 15,516 10,102

為替差益 － 41,661

その他 28,791 36,291

営業外収益合計 87,090 98,288

営業外費用   

支払利息 107,942 88,697

その他 7,531 3,988

営業外費用合計 115,473 92,685

経常利益 1,032,483 615,684

特別利益   

前期損益修正益 1,680 －

固定資産売却益 180 664

関係会社株式売却益 － 48,903

貸倒引当金戻入額 12,244 14,330

その他 242 －

特別利益合計 14,347 63,898

特別損失   

固定資産処分損 15,993 6,388

過年度退職給付費用 25,698 －

その他 3,892 －

特別損失合計 45,584 6,388

税金等調整前四半期純利益 1,001,245 673,193

法人税、住民税及び事業税 645,699 364,670

法人税等調整額 △14,594 △8,197

法人税等合計 631,104 356,472

少数株主利益 5,526 －

四半期純利益 364,615 316,721



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 1,001,245 673,193

減価償却費 407,839 357,626

賞与引当金の増減額（△は減少） 121,746 185,555

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,507 △37,609

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,137 △25,582

受取利息及び受取配当金 △58,298 △20,334

支払利息 107,942 88,697

売上債権の増減額（△は増加） 2,638,858 1,228,818

たな卸資産の増減額（△は増加） △757,803 77,249

仕入債務の増減額（△は減少） △972,863 △205,022

その他の流動負債の増減額（△は減少） △248,059 △266,815

その他の固定負債の増減額（△は減少） △130,698 △19,287

未払消費税等の増減額（△は減少） △117,228 70,635

その他 △20,782 △269,606

小計 2,016,527 1,837,516

法人税等の支払額 △1,257,948 △235,636

営業活動によるキャッシュ・フロー 758,578 1,601,880

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 － △1,000,000

有価証券の取得による支出 － △1,500,000

有価証券の売却による収入 － 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △923,812 △626,477

無形固定資産の取得による支出 △28,422 △2,857

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 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 216,150

利息及び配当金の受取額 59,034 26,992

その他 5,915 42,627

投資活動によるキャッシュ・フロー △851,603 △1,343,564

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 4,378,373

短期借入金の返済による支出 △6,320,000 △3,320,000

長期借入れによる収入 － 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △516,747 △2,948,347

自己株式の取得による支出 － △301,293

配当金の支払額 △180,928 △18,526

利息の支払額 △91,915 △76,081

その他 △32,025 △9,786

財務活動によるキャッシュ・フロー △734,687 △1,245,661

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,764 122,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △830,478 △864,751

現金及び現金同等物の期首残高 15,698,660 15,415,332

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,868,182 14,550,581



 該当事項はありません。 

  

前第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22年１月１日 至 平成22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および米国におけ

る釣り用錘製品の製造販売 

  

（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

  
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 
 8,324,528  1,403,283  923,473  595,107  11,246,393  －  11,246,393

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  11,507  11,507 (11,507)  －

計  8,324,528  1,403,283  923,473  606,614  11,257,900  (11,507)  11,246,393

営業利益又は 

営業損失(△) 
 381,611  172,104  △89,497  145,863  610,081 (－)  610,081



前第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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22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…イタリア 

  

〔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

  
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 
 8,775,208  2,226,141  245,042  11,246,393  －  11,246,393

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 39,092  －  －  39,092  (39,092)  －

計  8,814,301  2,226,141    245,042  11,285,485  (39,092)  11,246,393

営業利益  512,298  72,573  25,209  610,081  (－)  610,081



前第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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22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……メキシコ、ブラジル、イタリア、中国他 

  

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

  北米(千円) その他(千円) 計(千円) 

Ⅰ 海外売上高  1,929,002  543,739  2,472,741

Ⅱ 連結売上高              11,246,393

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合 
％ 17.2 ％ 4.8 ％ 22.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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