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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 36,327 △2.4 2,618 22.8 2,590 21.5 1,476 46.5
21年12月期第3四半期 37,227 ― 2,132 ― 2,132 ― 1,008 ―

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3四半期 27.19 27.19
21年12月期第3四半期 18.31 18.30

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3四半期 61,667 31,588 51.2 585.21
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3四半期  31,588百万円 21年12月期  30,814百万円

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

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

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、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 50,000 0.4 3,230 6.9 3,020 1.3 1,860 △2.2 34.29



(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 

（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。 

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 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3Q 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3Q  1,173,606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3Q 54,320,439株 21年12月期3Q 55,059,649株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間(平成22年１月１日～平成22年９月30日)におけるわが国経済は、企業収益の改善がみ

られ緩やかな回復基調にあるものの、急速な円高の進行や株式市場の低迷により、先行き不透明な状況で推移いた

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、公共投資の大幅な縮減や民間設備投資の抑制傾

向が続いたことなどにより、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、生産・物流体制の見直しを含めた全社的なコスト削減を徹底し収

益基盤の強化を図るとともに、構造機材製品の製品ラインナップを拡充し、需要の開拓に取り組んでまいりまし

た。また、提案型営業力の強化、生産技術の承継、マネジメント能力の向上など、人材面における経営課題を解決

すべく、体系的な研修制度を充実してまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、363億２千７百万円(前年同期比2.4％減)、営業利益

は26億１千８百万円(前年同期比22.8％増)、経常利益は25億９千万円(前年同期比21.5％増)、四半期純利益は14億

７千６百万円(前年同期比46.5％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267億３千７百万円(前年同期比8.6％減)、自動車関連製品

事業は46億３千５百万円(前年同期比22.9％増)、ホテル事業は35億２千２百万円(前年同期比31.7％増)、その他の

事業は14億３千２百万円(前年同期比5.4％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273億３千８百万円(前年同期比8.1％減)、北米は82億４千３百万円

(前年同期比18.4％増)、その他は７億４千５百万円(前年同期比42.1％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 

当第３四半期連結累計期間 
自 平成22年１月１日 
至 平成22年９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  4,987  13.4   4,138  11.4  △17.0

土木製品  3,432  9.2   3,732    10.3  8.7

構造機材製品  12,861  34.5   11,601    31.9  △9.8

建材商品  7,985  21.5   7,263    20.0  △9.0

小 計  29,266  78.6   26,737  73.6  △8.6

自動車関連製品事業  3,772  10.1   4,635  12.8  22.9

ホテル事業  2,674  7.2   3,522  9.7  31.7

その他の事業  1,513  4.1   1,432  3.9  △5.4

合 計  37,227  100.0   36,327  100.0  △2.4



  

（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。 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第３四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、第２四半期連結会計期間末の

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および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ため、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３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,461,549 15,415,332

受取手形及び売掛金 16,167,418 15,933,425

商品及び製品 2,341,467 2,620,809

仕掛品 753,516 812,537

原材料及び貯蔵品 1,234,549 1,374,222

その他 913,068 917,263

貸倒引当金 △34,687 △38,014

流動資産合計 35,836,881 37,035,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,856,694 10,880,393

機械装置及び運搬具（純額） 1,928,231 2,083,862

土地 4,047,663 3,687,157

その他（純額） 1,440,252 2,051,453

有形固定資産合計 17,272,841 18,702,866

無形固定資産   

のれん 674,626 794,944

その他 947,077 1,489,372

無形固定資産合計 1,621,704 2,284,316

投資その他の資産   

投資有価証券 3,599,342 3,256,850

その他 3,682,362 2,317,849

貸倒引当金 △345,509 △397,443

投資その他の資産合計 6,936,195 5,177,256

固定資産合計 25,830,741 26,164,440

資産合計 61,667,623 63,200,016



（単位：千円）

当第３四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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,684,075 5,073,379

信託未払金 7,185,531 7,421,044

短期借入金 4,410,715 7,390,762

未払法人税等 475,312 198,669

賞与引当金 304,763 60,497

その他 1,993,553 1,685,474

流動負債合計 19,053,950 21,829,828

固定負債   

長期借入金 7,087,818 6,415,893

退職給付引当金 1,867,045 1,936,628

その他 2,069,926 2,203,236

固定負債合計 11,024,791 10,555,758

負債合計 30,078,741 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 22,294,887 21,080,974

自己株式 △385,682 △17,959

株主資本合計 34,808,018 33,960,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △147,863 △173,037

繰延ヘッジ損益 5,516 －

為替換算調整勘定 △3,076,789 △2,972,889

評価・換算差額等合計 △3,219,136 △3,145,926

純資産合計 31,588,882 30,814,429

負債純資産合計 61,667,623 63,200,016



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 37,227,984 36,327,329

売上原価 26,685,783 25,876,970

売上総利益 10,542,201 10,450,358

販売費及び一般管理費 8,409,659 7,831,626

営業利益 2,132,541 2,618,732

営業外収益   

受取利息 85,600 31,267

受取配当金 37,998 35,999

投資有価証券売却益 61,587 －

スクラップ売却収入 － 48,355

その他 117,511 98,369

営業外収益合計 302,697 213,992

営業外費用   

支払利息 296,287 235,729

その他 6,775 6,941

営業外費用合計 303,063 242,671

経常利益 2,132,176 2,590,053

特別利益   

固定資産売却益 204 1,075

貸倒引当金戻入額 44,414 21,353

関係会社株式売却益 － 48,677

関係会社清算益 124,886 －

その他 2,599 1,102

特別利益合計 172,104 72,209

特別損失   

固定資産処分損 22,092 196,760

過年度退職給付費用 25,543 －

ゴルフ会員権評価損 65,388 －

その他 12,435 1,614

特別損失合計 125,459 198,375

税金等調整前四半期純利益 2,178,820 2,463,887

法人税、住民税及び事業税 1,196,196 1,034,756

法人税等調整額 △23,793 △47,797

法人税等合計 1,172,403 986,958

少数株主損失（△） △1,670 －

四半期純利益 1,008,088 1,476,929



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 2,178,820 2,463,887

減価償却費 1,194,815 1,157,534

賞与引当金の増減額（△は減少） 180,447 244,266

貸倒引当金の増減額（△は減少） △152,373 △55,261

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,637 △45,995

受取利息及び受取配当金 △123,599 △67,267

支払利息 296,287 235,729

有形固定資産売却損益（△は益） － 136,318

関係会社清算損益（△は益） △124,886 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,891,168 △221,892

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,118,256 428,791

仕入債務の増減額（△は減少） △4,580,403 △3,830

その他の流動負債の増減額（△は減少） △483,368 129,492

その他の固定負債の増減額（△は減少） △243,637 △58,708

未払消費税等の増減額（△は減少） △145,625 31,594

その他 74,690 △94,583

小計 4,137,227 4,280,076

法人税等の支払額 △1,926,868 △660,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,210,359 3,619,504

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 － △5,700,000

有価証券の売却による収入 － 5,700,000

有形固定資産の取得による支出 △3,001,276 △1,474,658

無形固定資産の取得による支出 △42,345 △13,154

投資有価証券の取得による支出 △3,403,920 △300,000

投資有価証券の売却による収入 5,128,943 －

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 122,296 73,528

その他 △146,134 87,346

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,288,129 △1,416,292



（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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 16,679,440 10,797,924

短期借入金の返済による支出 △16,997,796 △11,076,096

長期借入れによる収入 3,430,000 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △3,937,482 △3,158,443

自己株式の取得による支出 － △367,723

配当金の支払額 △610,276 △298,445

利息の支払額 △329,784 △248,708

その他 △66,555 △109,138

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,832,453 △3,310,631

現金及び現金同等物に係る換算差額 740,890 158,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,332 △948,488

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 15,515,164 14,461,549



該当事項はありません。 

  

  

前第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) 

 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３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９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 
 29,266,650  3,772,954  2,674,791  1,513,588  37,227,984  －  37,227,984

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  36,778  36,778 ( )36,778  －

計  29,266,650  3,772,954  2,674,791  1,550,366  37,264,763 ( )36,778  37,227,984

営業利益  1,918,458  70,612  59,587  83,884  2,132,541 ( )－  2,132,541

  
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 
 26,737,096  4,635,481  3,522,464  1,432,286  36,327,329  －  36,327,329

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  33,384  33,384 ( )33,384  －

計  26,737,096  4,635,481  3,522,464  1,465,671  36,360,714 ( )33,384  36,327,329

営業利益又は 

営業損失(△) 
 1,782,025  647,395  △75,518  264,829  2,618,732 ( )－  2,618,732



前第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) 

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３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９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 
 29,743,597  6,959,666  524,720  37,227,984  －  37,227,984

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 61,385  －  －  61,385 ( )61,385  －

計  29,804,982  6,959,666  524,720  37,289,370 ( )61,385  37,227,984

営業利益又は 

営業損失(△) 
 1,984,050  266,048  △117,556  2,132,541 ( )－  2,132,541

  
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 
 27,338,399  8,243,286  745,643  36,327,329  －  36,327,329

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 82,118  －  －  82,118 ( )82,118  －

計  27,420,518  8,243,286  745,643  36,409,448 ( )82,118  36,327,329

営業利益  1,898,206  651,102  69,423  2,618,732 ( )－  2,618,732



前第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)  

     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３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９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  6,153,128  1,348,516  7,501,644

Ⅱ 連結売上高    37,227,984

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合 
％ 16.6 ％ 3.6 ％ 20.2

  北米(千円) その他(千円) 計(千円) 

Ⅰ 海外売上高  7,075,014  1,913,533  8,988,548

Ⅱ 連結売上高              36,327,329

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合 
％ 19.5 ％ 5.2 ％ 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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