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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 5,427 22.7 388 54.4 393 48.9 232 52.4
23年3月期第1四半期 4,422 △16.1 251 △38.6 264 △14.3 152 148.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 218百万円 （69.3％） 23年3月期第1四半期 128百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 12.69 ―

23年3月期第1四半期 8.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 19,845 13,676 68.9
23年3月期 20,057 13,596 67.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,676百万円 23年3月期  13,596百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 11,500 18.6 800 23.9 795 16.9 470 15.8 25.67
通期 24,300 11.1 1,990 13.4 1,970 10.6 1,200 6.2 65.55



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 18,399,566 株 23年3月期 18,399,566 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 93,240 株 23年3月期 93,240 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 18,306,326 株 23年3月期1Q 18,308,899 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 

前期末に発生した東日本大震災は、サプライチェーンの寸断や電力事情の逼迫など生産･消費活動に

深刻な事態をもたらし、日本経済は当四半期首より急激な落ち込みに見舞われました。 

 その後は、景気後退の長期化が懸念されたものの生産が徐々に持ち直して消費も回復基調に転じ、     

景況は再浮揚の兆しを見せつつ推移しました。 

 このような状況のもと当社グループの売上高は、低迷の続いていた建設投資が前四半期より回復を 

見せ、民間機械設備投資も堅調に推移したため、前年同期を大幅に上回る結果となりました。 また、

利益面でも、昨夏の親会社グループからの関連事業の統合、さらに高付加価値新商品の拡販や製造 

コストダウンなどの効果が表われ、前年同期を大きく上回りました。 

 セグメント別売上高の概況は次のとおりです。 

＜内装システム＞ 

都市型データーセンター向けを中心に好調が続いていた電算室用フロアは、需要の端境期を迎えた 

ことで大幅に減尐しました。しかし、クリーンルーム用フロアは、国内半導体･デジタル家電関連の 

設備投資が顕著に回復したことで大幅に増加し、オフィス用フロアも都市再開発需要が復活傾向のもと

で増加しました。 

＜構造システム＞ 

鉄骨造着工面積が伸び悩む中にあっても、主力商品である鉄骨柱脚工法は、堅調な小型品に加えて 

大型品の需要が回復したことで大幅に増加しました。また、鉄骨梁貫通孔補強工法についても、設計 

織込み促進に注力した拡販活動の成果が表われ、大幅に増加しました。 

＜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活況が続き、鉄鋼用･工作機械用･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増加

しました。一方、米国事業については、一般産業機械向けを中心として旺盛に推移しました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比(以下「同」と称す)で 211 百万円 

減尐し 19,845 百万円となりました。流動資産は、同 166 百万円減尐しましたが、これはたな卸資産、

関係会社短期貸付金（日立金属キャッシュプールシステムへの預け金）が増加した一方で、受取手形及

び売掛金が減尐したことによるものです。また、固定資産は、同 45百万円減尐しました。 

負債は同 292百万円減尐の 6,168 百万円となりました。これは未払法人税等の減尐が主な要因であり

ます。 

純資産合計は同 80 百万円増加の 13,676 百万円となりました。これは利益剰余金が増加した一方で、

為替の影響により為替換算調整勘定が減尐したことが主な要因となっております。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当期の今後の景況を見通しますと、インフラ･サプライチェーンの復旧や消費マインドの回復が進み、

東日本大震災で落ち込んだ経済活動は正常化しつつあるものの、電力不足や海外経済の変調等の下振れ

リスクは解消したとはいえない状況にあります。 

一方で、大震災での教訓から建築物の耐震・免震・制震機能に対する関心が高揚しております。 

本震災において、当社建材商品は直接的な損害を被ることなくその性能を実証したことからも、今後の

復興活動を契機として当社グループの差別化された技術が社会・顧客ニーズに即応できる期待も高まっ

ております。 

当社グループとしましては、更なる顧客指向を求めて強化した営業･生産･施工体制のもと、顧客 

ニーズに最適な高付加価値商品を開発･拡販し、トータル･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 24 年 3月期（平成 23年 4月 1 日～平成 24 年 3月 31 日）の連結業績予想については、

本年 5月 26 日に公表しました予想数値に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する情報 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円未満切捨て）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28 25

受取手形及び売掛金 5,787 4,900

商品及び製品 625 785

仕掛品 1,244 1,657

未成工事支出金 1,398 1,184

原材料及び貯蔵品 303 297

関係会社短期貸付金 4,031 4,282

その他 469 587

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 13,874 13,708

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,732 3,731

その他（純額） 770 749

有形固定資産合計 4,502 4,480

無形固定資産   

のれん 426 378

その他 151 178

無形固定資産合計 577 556

投資その他の資産   

その他 1,126 1,123

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 1,102 1,099

固定資産合計 6,183 6,137

資産合計 20,057 19,845

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,885 3,039

短期借入金 170 209

未払法人税等 505 175

引当金 6 18

その他 1,246 1,099

流動負債合計 4,814 4,542

固定負債   

退職給付引当金 1,359 1,339

役員退職慰労引当金 14 14

環境対策引当金 93 93

その他 179 178
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（単位：百万円未満切捨て）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

固定負債合計 1,646 1,625

負債合計 6,461 6,168

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 5,420 5,515

自己株式 △38 △38

株主資本合計 13,696 13,791

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 1

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △97 △115

その他の包括利益累計額合計 △100 △114

純資産合計 13,596 13,676

負債純資産合計 20,057 19,845
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円未満切捨て）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 4,422 5,427

売上原価 3,400 4,101

売上総利益 1,021 1,325

販売費及び一般管理費   

給料 369 430

退職給付引当金繰入額 25 29

減価償却費 18 68

その他 356 408

販売費及び一般管理費合計 770 937

営業利益 251 388

営業外収益   

受取利息 5 4

為替差益 5 3

その他 6 3

営業外収益合計 17 10

営業外費用   

支払利息 0 0

売上割引 1 2

手形流動化手数料 0 1

その他 1 0

営業外費用合計 4 5

経常利益 264 393

税金等調整前四半期純利益 264 393

法人税、住民税及び事業税 113 163

法人税等調整額 △1 △2

法人税等合計 111 161

少数株主損益調整前四半期純利益 152 232

少数株主利益 － －

四半期純利益 152 232
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円未満切捨て)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 152 232

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 1

繰延ヘッジ損益 － 1

為替換算調整勘定 △24 △18

その他の包括利益合計 △23 △14

四半期包括利益 128 218

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 128 218

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記

　当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日　至 平成23年6月30日）
　　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

Ⅰ　前第1四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日　至 平成22年6月30日）

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
（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。

Ⅱ　当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日　至 平成23年6月30日）

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
（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。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日　至 平成23年6月30日）
　　該当事項はありません。

69 177 4 251

－ － － －

計 1,482 1,595 1,343 4,422

1,482 1,595 1,343 4,422

計 1,871 1,971 1,584

報告セグメント 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

38855 245 87

5,427

－ － － －

1,871 1,971 1,584 5,427

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

日立機材(株)（9922）平成24年3月期 第1四半期決算短信
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