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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 9,698 △7.1 645 △16.6 679 2.0 405 54.7
22年3月期第2四半期 10,443 △29.8 774 △51.3 666 △57.9 262 △72.9

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

23年3月期第2四半期 22.17 ―

22年3月期第2四半期 14.33 ―

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

23年3月期第2四半期 19,083 13,013 68.2 710.81
22年3月期 18,237 12,798 70.2 699.03

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  13,013百万円 22年3月期  12,798百万円

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  
 

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

22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
23年3月期 ― 7.50

23年3月期 
（予想）

― 7.50 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 21,800 1.9 1,650 1.3 1,570 10.2 940 37.2 51.34



(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となります。 

(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となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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となります。 

(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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
四半期決算短信（添付資料）３ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 18,399,566株 22年3月期  18,399,566株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  92,115株 22年3月期  90,218株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 18,308,257株 22年3月期2Q 18,310,932株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第 2四半期(累計期間、以下同じ)の日本経済は、期首より緩やかな上昇局面に入り、回復への期待

が高まりました。しかしながら期末にかけては、猛暑やエコ政策による特需があったものの米中経済の

減速と国内エコ政策効果の一巡に円高･株安も加わり、景況は足踏み状態が続くままに推移しました。   

このような状況の中で当社グループの売上高は、一部のセグメント･商品アイテムで市況回復の動き

が出たものの、総じて建設投資の低迷が続き、前年同期を下回る結果となりました。しかし、期後半よ

り民間主体の建設･設備需要が復活の兆しを見せ、受注高では上回る水準を確保しました。一方、利益

面では、商品の高付加価値化やコストパフォーマンス強化を進め更なるトータルコストダウンに鋭意努

めたものの売上高の減少が影響し、営業利益は前年同期を下回りました。なお、前年同期より営業外損

益が改善されたことで経常利益では上回る結果となりました。また、前年同期においては事業構造改善

費用を特別損失として計上したため、四半期純利益においても上回る結果となりました。 

セグメント別の概況は次のとおりです。   

＜内装システム＞ 

電算室用フロアが金融機関の都市型データーセンター向けを中心として堅調に推移しました。 

また、低迷が続いたクリーンルーム用フロアは、デジタル家電･半導体関連の投資が復活基調となり

増加しました。しかし、主力商品であるオフィス用フロアが引き続く都市再開発減少の影響で新築物

件を中心として低調に推移したため、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＞ 

前期から続いた建設投資抑制の影響を受け、鉄骨柱脚工法が大型物件向けを中心に減少しました。

鉄骨梁貫通孔補強工法については前四半期に発売した改良型新商品の市場認知が進み、前年同期を上

回りました。しかしながら、全体としては売上高･利益は前年同期を下回る結果となりました。一方、

建設需要が当四半期に入って復活傾向を示したことで受注高では前年同期を上回り、今後の売上高の

増加が期待されます。 

＜マテハンシステム＞ 

国内においては、主要な民間分野で設備投資の復活基調が顕著となり、工作機械用や動力伝動用 

チェンが活発に推移しました。また、官庁向けである水処理チェンも、公共投資が伸び悩む中で増加

が続きました。他方、海外については、本邦よりの輸出は需要が回復傾向のもとで増加し、米国事業

についても一般産業機械向け･環境公共関連ともに増加しました。この結果、売上高･利益は前年同期

を上回りました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

  当第 2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比(以下「同」と称す)で 846 百万円増加

し、19,083 百万円となりました。流動資産は、同 419 百万円増加しましたが、これは受取手形及び売

掛金が減少した一方で、たな卸資産が増加したことによるものです。固定資産は、同 426 百万円増加

しました。これは無形固定資産の取得によるものです。 

負債は同 632 百万円増加の 6,070 百万円となりました。これは主に買掛金が増加したことによるも 

のです。 
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当第 2 四半期連結会計期間末の純資産の部は同 214 百万円増加の 13,013 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 68.2％に､1 株当たり純資産は 710.81 円になりました。 

(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同 8

百万円増加し、4,465 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、たな卸資産の増加 745 百万円、法人税等の支払 341 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 679 百万円、売上債権の減少 346 百万円等のキャッ

シュ・フローの収入があり、872 百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは無

形固定資産の取得等により 620 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、短

期借入金の減少 104 百万円、配当金の支払 137 百万円等の支出があり、242 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 

当期の景況を見通しますと、世界経済停滞のもとで、量的金融緩和に期待が掛けられるものの急激に

進んだ円高･株安の影響で、民間設備投資･個人消費が鈍化することも予想されます。当四半期の受注高

が前年同期を上回ったことは当社グループ関連の建設･設備市況の回復を予感させるものの、今後の本

格的な需要回復には予断を許さないものがあります。 

当社グループとしましては、親会社グループ販売会社からの関連事業譲受による新たな営業体制のも

と、価格競争力に優れた高付加価値新商品の開発･拡販と更なる調達･製造コストダウンを継続していく

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 23 年 3 月期(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)の連結業績予想については、

本年 4月 26 日の平成 22 年 3 月期決算発表時に公表しました予想数値に変更はありません。 

 
２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要  

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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結累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 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 

③ 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) 会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更の概要 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20

年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平

成 20 年３月 31 日）を適用しております。これによる営業利益、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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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25 53

受取手形及び売掛金 4,283 4,656

商品及び製品 553 638

仕掛品 1,240 1,151

未成工事支出金 1,502 856

原材料及び貯蔵品 297 260

関係会社短期貸付金 4,440 4,403

その他 538 438

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 12,867 12,447

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,739 3,740

その他（純額） 798 869

有形固定資産合計 4,537 4,609

無形固定資産   

のれん 522 －

その他 145 155

無形固定資産合計 667 155

投資その他の資産   

その他 1,052 1,067

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 1,010 1,025

固定資産合計 6,216 5,790

資産合計 19,083 18,237

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,929 2,271

短期借入金 171 297

未払法人税等 299 365

引当金 25 15

その他 968 830

流動負債合計 4,394 3,779

固定負債   

退職給付引当金 1,394 1,368

役員退職慰労引当金 14 26

環境対策引当金 93 98

その他 173 165

固定負債合計 1,676 1,659

負債合計 6,070 5,438
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（単位：百万円未満切捨て）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22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 4,833 4,565

自己株式 △37 △37

株主資本合計 13,109 12,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 1

為替換算調整勘定 △95 △44

評価・換算差額等合計 △96 △43

純資産合計 13,013 12,798

負債純資産合計 19,083 18,237
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円未満切捨て）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 10,443 9,698

売上原価 8,051 7,376

売上総利益 2,392 2,322

販売費及び一般管理費   

給料 738 787

退職給付引当金繰入額 55 50

減価償却費 45 92

その他 778 745

販売費及び一般管理費合計 1,617 1,676

営業利益 774 645

営業外収益   

受取利息 10 10

為替差益 － 19

受取保険金 6 －

事業譲渡益 15 －

その他 16 14

営業外収益合計 47 44

営業外費用   

支払利息 4 2

持分法による投資損失 121 －

支払補償費 15 －

その他 14 7

営業外費用合計 156 10

経常利益 666 679

特別損失   

事業構造改善費用 126 －

特別損失合計 126 －

税金等調整前四半期純利益 539 679

法人税、住民税及び事業税 257 276

法人税等調整額 20 △2

法人税等合計 277 273

四半期純利益 262 405
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 539 679

減価償却費 172 175

受取利息及び受取配当金 △11 △11

支払利息 4 2

持分法による投資損益（△は益） 121 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,777 346

たな卸資産の増減額（△は増加） 438 △745

仕入債務の増減額（△は減少） △855 676

その他 △178 80

小計 2,010 1,205

利息及び配当金の受取額 11 11

利息の支払額 △4 △2

法人税等の支払額 △733 △341

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,283 872

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 △47 △41

無形固定資産の取得による支出 － △587

その他 4 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △43 △620

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） 12 △104

長期借入金の返済による支出 △33 －

配当金の支払額 △183 △137

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △204 △242

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,037 8

現金及び現金同等物の期首残高 2,736 4,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,774 4,465
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（４）継続企業の前提に関する注記

　当第2四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日　至 平成22年9月30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2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年9月30日） （単位：百万円未満切捨て）

　売上高　       

　(1) 外部顧客に対する売上高　　　

　(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高

【所在地別セグメント情報】

　前第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年9月30日） （単位：百万円未満切捨て）

　売上高　       

　(1) 外部顧客に対する売上高　　　

　(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高

【海外売上高】

　前第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日　至 平成21年9月30日） （単位：百万円未満切捨て）

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(%)

消去又は
全社　

計

Ⅰ　海外売上高 936

日本 北米

6
9,476 954

177

計

1,198262

その他の地域 連結

13 10,443       - 10,443
      -

9,537 960 83 10,581 (137) 10,443

61 70

740

137 (137)

33 774701 40 △ 1

      -       -

      -

601 △ 3 774

10,443

      - 774

      -       -       -       -

3,261 4,229 2,953 10,443

連結

3,261 4,229 2,953 10,443       - 10,443

システム
　　　　　

計
消去又は
全社　

北米 その他の地域 計

　　　 営業利益又は営業損失（△）

内装
システム

構造
システム

マテハン

9.0 2.5 11.5

Ⅱ　連結売上高 － － 10,443

計

　　　 営業利益又は営業損失（△）
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【セグメント情報】

（追加情報）
　第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年
３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20
年３月21日）を適用しております。

１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、本社に製品別の統括部長を置き、各統括部長は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包

括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社は製品・サービス別セグメントから構成されており、「内装システム」「構造システム」及び

「マテハンシステム」の３つを報告セグメントとしております。
「内装システム」は、フリーアクセスフロア・免震システム等の製造販売及び工事施工をしております。

「構造システム」は建築構造用接合部材・建築構造用補強部材・制震用部材等の製造販売及び工事施工をして
おります。「マテハンシステム」は伝動用ローラチェン・各種コンベヤチェン・水処理チェン等の製造販売を
しております。

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日　至 平成22年9月30日）
（単位：百万円未満切捨て）

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部
売上高又は振替高

セグメント利益
（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（のれんの金額の重要な変動）
　当社は、平成22年７月１日に日立金属アドメット株式会社より、同社の建材販売事業を譲受けました。この
結果、各セグメントにおいてのれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの発生額は、内装シス
テムにおいては88百万円、構造システムにおいては383百万円、マテハンシステムにおいては94百万円であり
ます。

（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2四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日　至 平成22年9月30日）
　　該当事項はありません。

四半期連結
損益計算書計上額内装システム 構造システム マテハンシステム

報告セグメント

3,044 3,628 3,026 9,698

645151 347 147

9,698

－ － － －

計 3,044 3,628 3,026
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（７）企業結合等に関する注記

　当第2四半期連結会計期間（自 平成22年7月1日　至 平成22年9月30日）

　当社は、平成22年７月１日に日立金属アドメット株式会社より、同社の建材販売事業を譲受けました。事業に伴う
　企業結合に関する事項の概要は以下の通りです。

１．結合当事企業または対象となった事業及びその事業の内容、企業結合の法的形式、並びに取引の目的を含む
　　取引の概要
　(1) 結合対象事業及びその内容
　　　日立金属アドメット株式会社の建材販売事業（内装、構造及びマテハン）
　(2) 企業結合の法的形式
　　　事業の譲受
　(3) 取引の目的を含む取引の概要
　　　事業拡大・営業体質の強化など営業シナジー効果を創出するため、親会社企業集団における同種の事業を
　　　当社へ統合致しました。

２．実施した会計処理の概要
　本事業譲受は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会
　計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基
　づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

３．譲受資産・負債及び価額
　　　流動資産　400百万円
　　　固定資産　571百万円（うちのれん566百万円）
　　　資産合計　971百万円
　　　負債合計　197百万円
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