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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 254,126 16.2 2,785 ― 2,557 ― 1,042 ―

22年3月期第3四半期 218,719 △34.0 △712 ― △927 ― △4,593 ―

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 4.82 4.78
22年3月期第3四半期 △21.56 ―

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 176,775 27,491 15.1 123.31
22年3月期 172,268 26,724 15.1 120.48

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  26,692百万円 22年3月期  26,053百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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 340,000 10.0 3,500 ― 3,200 ― 1,500 ― 6.94
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(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、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表の四半期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等について
は、四半期決算短信【添付資料】Ｐ．３「(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．４「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 231,558,826株 22年3月期  231,558,826株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  15,091,760株 22年3月期  15,313,958株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 216,424,577株 22年3月期3Q 213,111,641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４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、新興
国の経済成長や政府の経済対策の効果に支えられ、輸出が増加するとともに生産、設備投資にも持ち
直しの動きがみられましたが、第３四半期（10月～12月）に入り、欧米経済の停滞懸念、エコカー補
助金の終了などから足踏み状態となり、景気の先行きに不透明感が強まりました。 

 このような状況の中、当社グループといたしましては、引き続き「既存事業基盤の再構築と強化」
と「成長分野の開拓」などに取り組みました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、需要の回
復から工作機械、産業機器の販売が増加し、住宅建設市場おいても、太陽光発電を中心とする環境・
省エネ・省コストの提案営業により販売が増加いたしましたことから、前年同四半期比16.2%増の
2,541億26百万円となり、営業利益は27億85百万円（前年同四半期は７億12百万円の営業損失）、経
常利益は25億57百万円（前年同四半期は９億27百万円の経常損失）、四半期純利益は10億42百万円
（前年同四半期は45億93百万円の四半期純損失）となりました。  

セグメント別の状況は以下のとおりです。 

  

《産業機器部門》 

 産業機器部門につきましては、自動車生産が第３四半期に入り減少したものの、輸出関連を中心に
工場稼働率が上昇してきたことから、切削工具等の需要は堅調に推移しました。このような状況の
中、在庫物流機能の強化とＷｅｂ受注の拡大に取り組み、制御関連商品、マテハン関連機器などの拡
販に注力いたしました結果、売上高は425億５百万円（前年同四半期比30.0%増）となりました。 

  

《工業機械部門》 

 工業機械部門につきましては、アジア市場において工作機械需要が好調さを持続するとともに、国
内においても着実に需要は回復し、受注環境の改善がみられました。このような状況の中、国内需要
の着実な受注と好調なアジア市場での拡販、新規顧客の開拓などに取り組んでまいりました結果、売
上高は444億70百万円（前年同四半期比60.8%増）となりました。  

  

《管材・空調部門》 

 管材・空調部門につきましては、リフォーム・リニューアル需要は引き続き増加し、マンション着
工戸数も増加するなど民間設備投資は緩やかな回復の兆しがみられました。このような状況の中、業
務用及び家庭用エアコンの販売が伸長し、エコキュート・エコジョーズなどの環境・省エネ・省コス
ト機器等の拡販、リフォーム市場向け商品の拡充に注力いたしました結果、売上高は432億72百万円
（前年同四半期は432億70百万円）となりました。 

  

《住宅・建材部門》 

 住宅・建材部門につきましては、新設住宅着工戸数が依然として低水準ではあるものの、住宅エコ
ポイント制度の効果もあり、戸建・マンションともに増加し、受注環境の改善がみられました。この
ような状況の中、住宅エコポイント関連商品、太陽光発電などの住宅用環境・省エネ・省コスト機
器、住宅エクステリア商材の伸長があり、耐震補強関連物件、既設橋梁の高欄改修物件、安全重視の
防護柵等の受注が増加いたしました。また、設計・施工機能を活かした新築・改修需要の獲得などに
注力いたしました結果、売上高は575億99百万円（前年同四半期比9.9%増）となりました。 

  

《建設機械部門》 

 建設機械部門につきましては、機械の更新需要はあったものの、依然として公共工事は低迷してお
り、レンタル業者の設備投資は低調に推移しました。このような状況の中、環境・省エネ・安全に配
慮した改修用の建設機械や小型機器の拡販、アジア市場向けの中古建設機械オークション事業の拡充
などに取り組んでまいりました結果、売上高は151億31百万円（前年同四半期比6.2%減）となりまし
た。なお、平成22年11月22日付で連結子会社であるユアサＲ＆Ｓ株式会社を完全子会社化いたしまし
た。 

  

《エネルギー部門》 

 エネルギー部門につきましては、低燃費自動車の普及や産業用燃料の需要減少により販売競争が激
化したものの、価格競争力の強化、新規顧客の開拓、軽油の拡販などを推進いたしました結果、売上
高は273億67百万円（前年同四半期比21.0%増）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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《その他》 

 その他の部門につきましては、ホームセンターや家電量販店への生活関連商品の販売強化に取り組
み、暖房器具、地デジ用アンテナ、ＬＥＤ照明などの拡販を推進いたしました。また、木材製品につ
きましては、住宅用資材・梱包用資材などは堅調であったものの、市場在庫の増加により輸入合板が
低調に推移いたしました。この結果、売上高は237億79百万円（前年同四半期比0.8%減）となりまし
た。 

  

※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。これによる事業区分へ与える影響
がないため、前年同四半期比を記載しております。 

  

(２)連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

ａ 資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて67億26百万円増加し、1,381億31百万円となりました。こ
れは、現金及び預金が31億28百万円、受取手形及び売掛金が42億44百万円それぞれ増加したことな
どによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて22億19百万円減少し、386億43百万円となり
ました。この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて45億６百万円増加し、1,767億75百万円
となりました。 

ｂ 負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて148億23百万円増加し、1,461億98百万円となりました。
これは、支払手形及び買掛金が87億65百万円、短期借入金が45億42百万円それぞれ増加したことな
どによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて110億84百万円減少し、30億85百万円となり
ました。これは長期借入金が112億８百万円減少したことなどによります。この結果、負債合計は、
前連結会計年度末に比べて37億39百万円増加し、1,492億83百万円となりました。 

ｃ 純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて７億67百万円増加し、274億91百万円となりました。こ
れは、四半期純利益の計上などにより利益剰余金が10億53百万円増加する一方、その他有価証券評
価差額金が２億99百万円減少したことなどによります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会
計年度末に比べ30億29百万円増加して、259億88百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで
す。 

ａ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動による資金の収入は、税金等調整前四半期純利益を18億97百万円計上したほか、仕入債
務の増加などがあった一方、売上債権の増加などがあり、108億３百万円（前年同四半期は29億24百
万円の収入）となりました。 

ｂ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動による資金の支出は、有形固定資産や投資有価証券の取得による支出などがあり、８億
15百万円（前年同四半期は17億16百万円の支出）となりました。 

ｃ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動による資金の支出は、短期・長期借入金の返済などの支出があり、71億６百万円（前年
同四半期は27億７百万円の支出）となりました。 

  

(３)連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました業績
予想から変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性がありま
す。 
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（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 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、前連結会計年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20

年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。 

 なお、当該適用に伴う損益に与える影響はありません。 

  
② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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。 

 なお、当該適用に伴う損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報
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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）

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 26,523 23,394

受取手形及び売掛金 88,409 84,164

たな卸資産 16,740 16,677

その他 7,378 8,088

貸倒引当金 △918 △919

流動資産合計 138,131 131,405

固定資産   

有形固定資産 17,047 17,253

無形固定資産 1,913 2,051

投資その他の資産   

その他 21,789 23,289

貸倒引当金 △2,106 △1,730

投資その他の資産合計 19,683 21,558

固定資産合計 38,643 40,863

資産合計 176,775 172,268

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 98,577 89,812

短期借入金 40,365 35,822

未払法人税等 449 332

賞与引当金 342 449

その他 6,463 4,958

流動負債合計 146,198 131,374

固定負債   

長期借入金 187 11,396

退職給付引当金 338 264

その他 2,559 2,508

固定負債合計 3,085 14,169

負債合計 149,283 145,544

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,644 20,644

資本剰余金 6,777 6,777

利益剰余金 1,858 805

自己株式 △1,787 △1,814

株主資本合計 27,493 26,412

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △375 △76

繰延ヘッジ損益 △4 25

為替換算調整勘定 △420 △308

評価・換算差額等合計 △800 △359

新株予約権 233 173

少数株主持分 565 497

純資産合計 27,491 26,724

負債純資産合計 176,775 172,268
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 218,719 254,126

売上原価 200,356 233,215

売上総利益 18,362 20,911

販売費及び一般管理費 19,075 18,125

営業利益又は営業損失（△） △712 2,785

営業外収益   

受取利息 736 805

受取配当金 177 124

その他 260 204

営業外収益合計 1,173 1,134

営業外費用   

支払利息 1,023 1,015

その他 364 346

営業外費用合計 1,388 1,362

経常利益又は経常損失（△） △927 2,557

特別利益   

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 － 9

負ののれん発生益 151 －

特別利益合計 151 10

特別損失   

固定資産売却損 － 61

固定資産除却損 － 9

投資有価証券評価損 4 26

投資有価証券売却損 － 2

貸倒引当金繰入額 － 540

その他 － 28

特別損失合計 4 670

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△779 1,897

法人税、住民税及び事業税 285 468

法人税等調整額 3,708 372

法人税等合計 3,994 841

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△4,774 1,056

少数株主利益又は少数株主損失（△） △180 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,593 1,042
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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）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△779 1,897

減価償却費 837 934

のれん償却額 147 148

負ののれん発生益 △151 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △6

投資有価証券評価損益（△は益） 4 26

固定資産売却損益（△は益） － 60

固定資産除却損 － 9

貸倒引当金繰入額 － 540

その他の特別損益（△は益） － 28

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △169

賞与引当金の増減額（△は減少） △458 △118

受取利息及び受取配当金 △913 △929

支払利息 1,023 1,015

為替差損益（△は益） 0 1

売上債権の増減額（△は増加） 14,740 △4,107

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,032 △73

仕入債務の増減額（△は減少） △9,649 8,736

未払消費税等の増減額（△は減少） △57 △33

長期金銭債権の増減額（△は増加） △108 203

その他 1,988 3,083

小計 3,595 11,280

利息及び配当金の受取額 916 929

利息の支払額 △1,036 △1,033

法人税等の支払額 △550 △372

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,924 10,803

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 △602 △293

定期預金の払戻による収入 440 205

有形固定資産の取得による支出 △541 △713

有形固定資産の売却による収入 0 39

投資有価証券の取得による支出 △458 △50

投資有価証券の売却による収入 23 26

子会社株式の取得による支出 △498 △57

貸付けによる支出 △355 △99

貸付金の回収による収入 400 64

その他 △123 62

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,716 △815
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（単位：百万円）

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) 

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） 201 △5,239

長期借入金の返済による支出 △1,735 △1,465

リース債務の返済による支出 △243 △400

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △639 －

少数株主への配当金の支払額 △6 －

その他 △282 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,707 △7,106

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 △39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,472 2,842

現金及び現金同等物の期首残高 29,255 22,959

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 120 187

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,903 25,988
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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。 

  

【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） 

（注） 事業の区分は、取扱商品の種類、性質の類似性等により区分しております。 

  

【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） 

 全セグメントの売上高及び営業利益の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  産業機器 
（百万円） 

工業機械 
（百万円） 

管材・
空調 

（百万円）

住宅・
建材 

（百万円）

建設機械
（百万円）

エネルギー
（百万円）

その他
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去 
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する

売上高 
 32,687  27,661 43,270 52,393 16,122 22,618 23,964  218,719 － 218,719

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 4,858  924 3,237 3,269 1,531 0 37  13,859 (13,859) －

計  37,546  28,585 46,508 55,663 17,654 22,619 24,001  232,578 (13,859) 218,719

営業利益又は営業損失

（△） 
 △500  △180 722 237 △216 83 80  226 (939) △712
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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、本社に取扱商品の種類、性質の類似性等で区分した本部・事業部を置き、本部・事

業部は取扱商品・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。 

 したがって、当社は本部・事業部を基礎とした取扱商品の種類、性質の類似性等で区分した

セグメントから構成されており、次の報告セグメントとしております。 

①産業機器 ：工具・産業設備・機材・制御機器・物流機器の販売 

②工業機械 ：工業機械・工業機器の販売 

③管材・空調：管材機器・空調機器の販売 

④住宅・建材：建設資材・外構資材・住宅設備・住宅機器の販売、建設工事の設計監理及び

請負、宅地建物取引 

⑤建設機械 ：建設機械・資材の販売及びリース・レンタル 

⑥エネルギー：石油製品の販売 

  

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） 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、生活関連商品及び木材製品を販

売する事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額 百万円は、主に報告セグメントに帰属していない当社の管理部門に係る費

用等であります。 

３ 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調整を行っております。 

  

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。 

  

  （単位：百万円）

   

報告セグメント

その他 
（注）１ 合計 調整額

（注）２

四半期
連結損益
計算書 
計上額 

（注）３
産業機器 工業機械 管材・

空調 
住宅・
建材 建設機械

エネルギ
ー 計

売上高                       

外部顧客への売上高 42,505  44,470 43,272 57,599 15,131 27,367 230,346  23,779  254,126 － 254,126

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
7,004  756 3,339 3,037 1,783 2 15,924  35  15,959 △15,959 －

計 49,509  45,227 46,612 60,637 16,914 27,370 246,271  23,814  270,086 △15,959 254,126

セグメント利益 553  1,177 1,052 948 143 129 4,005  258  4,263 △1,478 2,785

△1,478

（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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