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

23年3月期第3四半期 15,357 △2.0 1,206 8.3 1,249 23.5 739 63.1
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

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3四半期 40.37 ―

22年3月期第3四半期 24.74 ―

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3四半期 19,150 13,196 68.9 720.87
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3四半期  13,196百万円 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3Q 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3Q  92,865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3Q 18,307,849株 22年3月期3Q 18,310,654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 3 四半期 (累計期間、以下同じ)の日本経済は、期首より緩やかな回復局面に入り、その後のエ

コ政策効果や猛暑による特需で一時的な上昇傾向を示しました。しかし期末にかけては、円高･株安が

漸次進行する中で輸出増勢が鈍化して雇用も停滞が続くなど、景気動向は足踏み状態を示すままに推移

しました。 

このような状況のもと当社グループの売上高は、マテハンシステムや他セグメントの一部商品アイテ

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、前年同期を若干下回る結果となりま

した。一方、景況足踏みの中にあっても、期後半にかけて民間主体の建設･設備需要が復活の兆しを見

せ、受注高では前年同期を上回る水準を確保しました。また、利益面では、売上高が伸び悩む中で高付

加価値商品の拡販やトータルコストダウンの効果が表われ、前年同期を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、

前期より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、

大幅に増加しました。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、主力の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改良型新商品の市場認知が更に進み、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、建設需要が前

四半期より復活傾向を示したことで、受注高では前年同期を上回り、売上高でも期後半には急速な回復

を示しました。 

＜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、公共投資の伸長が期待できない中で

堅調に推移しました。他方、海外については、本邦よりの輸出は旺盛な需要のもとで増加し、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

上回る結果となりました。 

 

(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 913 百万円増加し

19,150 百万円となりました。流動資産は、同 541 百万円増加しましたが、これは関係会社短期貸付金が

減少した一方で、受取手形及び売掛金、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 371

百万円増加しました。これは主にのれんの取得によるものです。 

負債は同 515 百万円増加の 5,954 百万円となりました。これは借入金が減少した一方で、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 3 四半期連結会計期間末の純資産の部は同 398 百万円増加の 13,196 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 68.9％に､1 株当たり純資産は 720.87 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

1,051 百万円減少し、3,406 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、売掛債権の増加 415 百万円、たな卸資産の増加 879 百万円、

法人税等の支払 615 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 1,249 百万円、仕入債

務の増加 649 百万円等のキャッシュ・フローの収入があり、293 百万円の収入となりました。投資活動

によるキャッシュ・フローは事業譲受による支出等により 880 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 186 百万円、配当金の支払 274 百万円等の支出があり、

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 

当期末にかけての景況を見通しますと、生産･輸出が持ち直しの気配を見せて個人消費も薄日が射す

など景気は再び浮揚基調を見せてはいるものの、欧州財政不安や資源価格高騰等の下振れリスクは解消

したとはいえない状況にあります。 

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･設備市況の回復を感じさ

せ、今後の売上高確保に期待が掛けられるものの、今後の継続的な需要の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、親会社グループからの関連事業譲受による新たな営業体制や、更なる顧

客指向を求めて強化した生産･品質保証体制のもと、価格競争力に優れた高付加価値商品の開発･拡販と

調達･製造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 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、

昨年10月25日の平成23年3月期･第2四半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 3四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 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、第 2四半期連結会

計期間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。 
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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。 

(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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 55 53

受取手形及び売掛金 5,037 4,656

商品及び製品 560 638

仕掛品 1,352 1,151

未成工事支出金 1,891 856

原材料及び貯蔵品 287 260

関係会社短期貸付金 3,350 4,403

その他 466 438

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 12,989 12,447

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,738 3,740

その他（純額） 786 869

有形固定資産合計 4,525 4,609

無形固定資産   

のれん 474 －

その他 151 155

無形固定資産合計 625 155

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 6,161 5,790

資産合計 19,150 18,237

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,928 2,271

短期借入金 85 297

未払法人税等 253 365

引当金 44 15

その他 967 830

流動負債合計 4,279 3,779

固定負債   

退職給付引当金 1,390 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 175 165
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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22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22年３月31日) 

固定負債合計 1,674 1,659

負債合計 5,954 5,438

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 5,029 4,565

自己株式 △38 △37

株主資本合計 13,305 12,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 1

為替換算調整勘定 △108 △44

評価・換算差額等合計 △108 △43

純資産合計 13,196 12,798

負債純資産合計 19,150 18,237

日立機材㈱ （9922） 平成23年3月期 第３四半期決算短信

－ 6 －



(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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 15,670 15,357

売上原価 12,154 11,552

売上総利益 3,515 3,804

販売費及び一般管理費   

給料 1,094 1,206

退職給付引当金繰入額 83 76

減価償却費 72 168

その他 1,151 1,147

販売費及び一般管理費合計 2,401 2,598

営業利益 1,113 1,206

営業外収益   

受取利息 16 14

為替差益 － 29

受取保険金 6 －

事業譲渡益 15 －

その他 21 16

営業外収益合計 59 61

営業外費用   

支払利息 6 3

売上割引 － 5

持分法による投資損失 120 －

支払補償費 15 －

その他 18 9

営業外費用合計 160 18

経常利益 1,011 1,249

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 870 1,249

法人税、住民税及び事業税 394 511

法人税等調整額 22 △1

法人税等合計 417 510

四半期純利益 452 739

日立機材㈱ （9922） 平成23年3月期 第３四半期決算短信

－ 7 －



(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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 870 1,249

減価償却費 260 298

受取利息及び受取配当金 △18 △16

支払利息 6 3

持分法による投資損益（△は益） 120 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,947 △415

たな卸資産の増減額（△は増加） 743 △879

仕入債務の増減額（△は減少） △793 649

その他 △192 6

小計 2,944 896

利息及び配当金の受取額 18 16

利息の支払額 △6 △3

法人税等の支払額 △963 △615

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,993 293

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 △105 △76

事業譲受による支出 － △774

その他 60 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △44 △880

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） △108 △186

長期借入金の返済による支出 △33 －

配当金の支払額 △320 △274

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △462 △462

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,482 △1,051

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 4,219 3,406
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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22年4月1日　至 平成22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）

　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）

　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）

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(%)

計

Ⅰ　海外売上高 1,342

日本 北米

6

14,288 1,368

255

計 消去又は全社

1,778436

その他の地域 連結

13 15,670       - 15,670

      -

14,356 1,375 83 15,816 (145) 15,670

68 70

1,076

145 (145)

37 1,1131,036 42 △ 2

      -       -

      -

863 △ 5 1,113

15,670

      - 1,113

      -       -       -       -

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

連結

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

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

8.6 2.8 11.4

Ⅱ　連結売上高 － － 15,670

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３四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日　至 平成22年12月31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3四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日　至 平成22年12月31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

4,750 5,846 4,760 15,357

1,206216 710 278

15,357

－ － － －

計 4,750 5,846 4,760
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