
  

  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  22,818  △9.6  1,355  △6.2  1,340  △7.2  724  9.2

21年12月期第２四半期  25,238  －  1,444  －  1,443  －  663  －

  
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２四半期  13  30  13  30

21年12月期第２四半期  12  05  12  05

  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２四半期  62,588  32,367  51.7  599  63

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２四半期 32,367百万円 21年12月期 30,814百万円

  
年間配当金 

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  －  5 00

22年12月期（予想） －  5  00 10 00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  50,000  0.4  3,230  6.9  3,020  1.3  1,860  △2.2  33  78



４．その他（詳細は、［添付資料］P.３「２．その他の情報」をご覧下さい。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無であります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無であります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無であります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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。  

   

   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 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２Ｑ 1,173,557株 21年12月期 73,429株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 54,466,752株 21年12月期２Ｑ 55,056,783株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間(平成22年１月１日～平成22年６月30日)におけるわが国経済は、アジア向けを中心と

した輸出の回復などにより、企業収益に回復の兆しが見られたものの、雇用・所得環境の先行き不透明感から、個

人消費の低迷が続く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、着工床面積が前年を下回る水準に留まるなど、

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、新製品「アコーディ」(木造住宅用接合部強化工法)の販売を開始

するとともに、営業担当者を対象とした構造機材製品の研修制度を充実させるなど、中期的に高い成長が見込まれ

る事業分野の発展・強化に取り組んでまいりました。 

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、生産・物流拠点の統廃合など、全社的な

コスト削減を徹底し、収益確保に努めてまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、228億１千８百万円(前年同期比9.6％減)、営業利益

は13億５千５百万円(前年同期比6.2％減)、経常利益は13億４千万円(前年同期比7.2％減)、四半期純利益は７億２

千４百万円(前年同期比9.2％増)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167億３千３百万円(前年同期比15.8％減)、自動車関連製

品事業は29億９千１百万円(前年同期比17.9％増)、ホテル事業は22億２千７百万円(前年同期比28.6％増)、その他

の事業は８億６千６百万円(前年同期比20.2％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171億９千２百万円(前年同期比15.6％減)、北米は51億１千４百万円

(前年同期比13.0％増)、その他は５億１千２百万円(前年同期比50.2％増)となりました。 

  

(参考)連結事業別・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、９ページの「セグメント情報」をご覧下さい。 

  

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期の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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

事業別 

前第２四半期連結累計期間 
自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日 

当第２四半期連結累計期間 
自 平成22年１月１日 
至 平成22年６月30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  3,402  13.5   2,680  11.8  △21.2

土木製品  2,363  9.4   2,404    10.5  1.7

構造機材製品  8,632  34.2   6,986    30.6  △19.1

建材商品  5,483  21.7   4,661    20.4  △15.0

小 計  19,882  78.8   16,733  73.3  △15.8

自動車関連製品事業  2,537  10.0   2,991  13.1  17.9

ホテル事業  1,732  6.9   2,227  9.8  28.6

その他の事業  1,085  4.3   866  3.8  △20.2

合 計  25,238  100.0   22,818  100.0  △9.6



（１）重要な子会社の異動の概要  

当四半期会計期間において該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要  

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２四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 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。    

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要  

該当事項はありません。    

   

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,153,579 15,415,332

受取手形及び売掛金 14,030,982 15,933,425

有価証券 999,252 －

商品及び製品 2,427,965 2,620,809

仕掛品 740,821 812,537

原材料及び貯蔵品 1,337,050 1,374,222

その他 964,000 917,263

貸倒引当金 △30,036 △38,014

流動資産合計 35,623,615 37,035,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,669,736 10,880,393

機械装置及び運搬具（純額） 2,074,175 2,083,862

土地 4,269,238 3,687,157

その他（純額） 1,501,706 2,051,453

有形固定資産合計 18,514,856 18,702,866

無形固定資産   

のれん 756,703 794,944

その他 1,058,476 1,489,372

無形固定資産合計 1,815,180 2,284,316

投資その他の資産   

投資有価証券 3,278,145 3,256,850

その他 3,710,909 2,317,849

貸倒引当金 △354,531 △397,443

投資その他の資産合計 6,634,523 5,177,256

固定資産合計 26,964,560 26,164,440

資産合計 62,588,175 63,200,016



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,452,451 5,073,379

信託未払金 6,663,161 7,421,044

短期借入金 4,520,900 7,390,762

未払法人税等 411,405 198,669

賞与引当金 77,819 60,497

その他 2,953,539 1,685,474

流動負債合計 19,079,276 21,829,828

固定負債   

長期借入金 7,123,294 6,415,893

退職給付引当金 1,874,515 1,936,628

その他 2,143,562 2,203,236

固定負債合計 11,141,372 10,555,758

負債合計 30,220,649 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 21,812,098 21,080,974

自己株式 △385,665 △17,959

株主資本合計 34,325,246 33,960,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △160,581 △173,037

為替換算調整勘定 △1,797,138 △2,972,889

評価・換算差額等合計 △1,957,720 △3,145,926

純資産合計 32,367,526 30,814,429

負債純資産合計 62,588,175 63,200,016



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 25,238,119 22,818,809

売上原価 18,079,906 16,334,067

売上総利益 7,158,212 6,484,741

販売費及び一般管理費 5,713,761 5,129,586

営業利益 1,444,451 1,355,155

営業外収益   

受取利息 61,029 16,511

受取配当金 29,067 26,865

投資有価証券売却益 61,572 －

為替差益 － 33,480

スクラップ売却収入 － 32,078

その他 54,336 43,587

営業外収益合計 206,006 152,523

営業外費用   

支払利息 201,692 161,954

その他 4,824 5,618

営業外費用合計 206,516 167,572

経常利益 1,443,942 1,340,106

特別利益   

固定資産売却益 203 665

貸倒引当金戻入額 41,518 29,478

関係会社株式売却益 － 48,677

関係会社清算益 124,886 －

その他 1,987 0

特別利益合計 168,596 78,821

特別損失   

固定資産処分損 18,516 193,232

過年度退職給付費用 25,319 －

ゴルフ会員権評価損 53,022 －

その他 4,058 1,173

特別損失合計 100,917 194,406

税金等調整前四半期純利益 1,511,621 1,224,521

法人税、住民税及び事業税 871,158 528,799

法人税等調整額 △21,243 △28,521

法人税等合計 849,915 500,277

少数株主損失（△） △1,670 －

四半期純利益 663,376 724,244



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 1,511,621 1,224,521

減価償却費 790,208 745,715

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,627 17,322

貸倒引当金の増減額（△は減少） △150,351 △50,890

退職給付引当金の増減額（△は減少） 87,887 △42,861

受取利息及び受取配当金 △90,097 △43,377

支払利息 201,692 161,954

有形固定資産売却損益（△は益） － 136,727

関係会社清算損益（△は益） △124,886 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,754,706 2,027,898

たな卸資産の増減額（△は増加） 223,371 346,750

仕入債務の増減額（△は減少） △3,083,747 △884,861

その他の流動負債の増減額（△は減少） △129,634 348,607

その他の固定負債の増減額（△は減少） △215,845 △33,907

未払消費税等の増減額（△は減少） △155,135 27,176

その他 19,787 71,220

小計 3,573,949 4,051,998

法人税等の支払額 △1,447,741 △429,267

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,126,207 3,622,730

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 － △4,000,000

有価証券の売却による収入 － 4,000,000

有形固定資産の取得による支出 △1,719,848 △1,422,868

無形固定資産の取得による支出 △33,225 △8,950

投資有価証券の取得による支出 △2,384,928 －

投資有価証券の売却による収入 3,629,009 －

保険積立金の積立による支出 － △206,005

保険積立金の払戻による収入 － 183,315

ゴルフ会員権の売却による収入 － 200,165

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 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 1,010,480

利息及び配当金の受取額 87,401 47,738

その他 △131,621 98,469

投資活動によるキャッシュ・フロー △498,906 △1,097,655



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 13,018,274 7,477,918

短期借入金の返済による支出 △13,092,480 △7,717,696

長期借入れによる収入 3,430,000 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △3,776,310 △3,019,167

自己株式の取得による支出 － △367,706

配当金の支払額 △590,394 △275,481

利息の支払額 △233,466 △182,150

その他 △106,806 △20,266

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,351,183 △3,054,549

現金及び現金同等物に係る換算差額 473,193 273,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 749,311 △256,457

現金及び現金同等物の期首残高 15,698,660 15,415,332

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △14,163 △5,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,433,808 15,153,579



該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６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２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６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および米国におけ

る釣り用錘製品の製造販売等の各業務 

（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 
 19,882,516  2,537,817  1,732,140  1,085,644  25,238,119  －  25,238,119

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  25,223  25,223 ( )25,223  －

計  19,882,516  2,537,817  1,732,140  1,110,867  25,263,342 ( )25,223  25,238,119

営業利益又は 

営業損失(△) 
 1,338,677  1,195  △6,824  111,403  1,444,451 ( )－  1,444,451

  
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 
 16,733,616  2,991,080  2,227,755  866,357  22,818,809  －  22,818,809

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  22,795  22,795 ( )22,795  －

計  16,733,616  2,991,080  2,227,755  889,152  22,841,604 ( )22,795  22,818,809

営業利益又は 

営業損失(△) 
 818,267  419,897  △45,673  162,663  1,355,155 ( )－  1,355,155



前第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６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 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６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…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 
 20,372,102  4,524,838  341,177  25,238,119  －  25,238,119

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 43,694  －  －  43,694 ( )43,694  －

計  20,415,797  4,524,838  341,177  25,281,813 ( )43,694  25,238,119

営業利益又は 

営業損失(△) 
 1,453,298  88,245  △97,091  1,444,451 ( )－  1,444,451

  
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 
 17,192,316  5,114,127  512,365  22,818,809  －  22,818,809

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 66,635  －  －  66,635 ( )66,635  －

計  17,258,951  5,114,127  512,365  22,885,444 ( )66,635  22,818,809

営業利益  907,344  390,355  57,455  1,355,155 ( )－  1,355,155



前第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６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 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６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……メキシコ、ブラジル、中国、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  3,984,141  890,446  4,874,588

Ⅱ 連結売上高              25,238,119

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合 
％ 15.8 ％ 3.5 ％ 19.3

  北米(千円) その他(千円) 計(千円) 

Ⅰ 海外売上高  4,392,699  1,233,739  5,626,438

Ⅱ 連結売上高              22,818,809

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合 
％ 19.3 ％ 5.4 ％ 24.7

（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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