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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日） 
（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 12月期第３四半期 36,807 1.3 2,465 △5.8 2,478 △4.3 1,345 △8.9
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

 

 
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 12月期第３四半期 24.87 24.87
22年 12月期第３四半期 27.19 27.19

 
（２）連結財政状態 

 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 12月期第３四半期 62,164 32,787 52.7 605.87
22年 12月期 62,799 31,827 50.7 589.63

(参考)自己資本 23年12月期第３四半期   32,787百万円 22年12月期   31,827百万円 

 
２．配当の状況 

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 12月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
23年 12月期 ― 6.00 ―  

23年 12月期
(予想) 

  6.00 12.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 51,500 2.9 4,230 10.9 4,180 10.5 2,490 12.6 46.04

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

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

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期３Ｑ 55,290,632株 22年12月期 55,152,632株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 1,173,777株 22年12月期 1,173,606株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期３Ｑ 54,080,511株 22年12月期３Ｑ 54,320,439株

 
 

※ 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。 
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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23年１月１日～平成23年９月30日)におけるわが国経済は、当初緩やかな回復

基調で推移しておりましたが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による影響や、その後の急激な円高・株

安の進行などにより、景気の先行きへの不透明感が増す状況となりました。 

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は、４月以降、着工床面積が前年を上回るなど回

復基調にあるものの、依然として低い水準で推移する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、コア事業である建設関連製品事業においては、攻めの姿勢を徹

底し、構造機材製品を中心とする高付加価値製品の拡販に取り組むとともに、東日本大震災対応プロジェクトを設

置し、メーカーとしての供給責任を果たすべく、現場の状況や製品ニーズ等の情報収集に注力してまいりました。

また、準コア事業である自動車関連製品事業においては、米国・欧州を中心に需要の取り込みに注力してまいりま

した。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は368億７百万円(前年同期比1.3％増)、営業利益は24億６千

５百万円(前年同期比5.8％減)、経常利益は24億７千８百万円(前年同期比4.3％減)、四半期純利益は13億４千５百

万円(前年同期比8.9％減)となりました。 

  

セグメントの業績はつぎのとおりであります。 

① 建設関連製品事業 

提案型営業力の強化により、構造機材製品を中心とする高付加価値製品の販売が好調に推移した結果、売

上高は272億７千５百万円(前年同期比2.0％増)となり、営業利益は18億３千４百万円(前年同期比2.9％増)と

なりました。 

② 自動車関連製品事業 

主力の北米アフターマーケット市場において、バッテリーの買い替え需要を積極的に取り込んだ結果、円

高による為替換算レートの影響を受けたものの、売上高は52億４千３百万円(前年同期比13.1％増)となり、営

業利益は８億２千３百万円(前年同期比27.2％増)となりました。 

③ ホテル事業 

客室稼働率向上のための各種営業施策を積極的に実施した結果、売上高は、現地通貨ベースでは昨年を上

回る水準を確保したものの、円高による為替換算レートの影響から、34億７千５百万円(前年同期比1.3％減)

となりました。営業損益は、相対的に高い客室単価が見込める米国の旅行客が自国通貨安によりカナダへの旅

行を敬遠したことなどから、客室単価が下落したため、１億１千８百万円の損失(前年同四半期は営業損失７

千５百万円)となりました。 

④ その他の事業 

海洋事業において大型案件が減少したことなどから、売上高は８億１千２百万円(前年同期比43.3％減)と

なりました。営業損益は、釣り用錘製品の利益率が競合製品との競争激化から低下したことに加え、海洋事業

において付加価値の高い製品の売上構成比が低下したことなどから、７千３百万円の損失(前年同四半期は営

業利益２億６千４百万円)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



  

(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23年12月期の通期の連結業績予想につきましては、平成23年２月18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。  

事業別 

前第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 

当第３四半期連結累計期間 
自 平成23年１月１日 
至 平成23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   4,138  11.4   4,275  11.6  3.3

土木製品   3,732    10.3   3,498    9.5  △6.3

構造機材製品   11,601    31.9   12,002    32.6  3.5

建材商品   7,263    20.0   7,500    20.4  3.3

小 計   26,737  73.6   27,275  74.1  2.0

自動車関連製品事業   4,635  12.8   5,243  14.3  13.1

ホテル事業   3,522  9.7   3,475  9.4  △1.3

その他の事業   1,432  3.9   812  2.2  △43.3

合 計   36,327  100.0   36,807  100.0  1.3



（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 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 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

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）および「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。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益および経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前四

半期純利益が24,287千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

38,153千円であります。 

② 企業結合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、「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）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）および「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）を適用しております。 

これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

③ 表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用に伴い、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

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23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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,690,699 15,428,796

受取手形及び売掛金 16,100,548 17,508,446

有価証券 503,655 494,200

商品及び製品 2,458,493 2,307,839

仕掛品 799,137 715,549

原材料及び貯蔵品 1,460,699 1,331,448

その他 873,426 898,890

貸倒引当金 △40,882 △43,488

流動資産合計 38,845,777 38,641,682

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,545,956 9,645,077

機械装置及び運搬具（純額） 1,759,287 1,859,741

土地 4,011,484 3,967,262

その他（純額） 1,391,145 1,356,803

有形固定資産合計 16,707,873 16,828,885

無形固定資産   

のれん 598,528 653,133

その他 602,158 843,409

無形固定資産合計 1,200,687 1,496,542

投資その他の資産   

投資有価証券 3,174,187 3,033,457

その他 2,668,479 3,216,089

貸倒引当金 △432,572 △417,355

投資その他の資産合計 5,410,095 5,832,191

固定資産合計 23,318,656 24,157,620

資産合計 62,164,434 62,799,302



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,755,138 4,378,528

信託未払金 7,369,063 9,246,225

短期借入金 7,978,981 3,873,845

未払法人税等 907,811 152,155

賞与引当金 300,316 58,905

その他 1,933,460 1,911,787

流動負債合計 23,244,771 19,621,447

固定負債   

長期借入金 2,424,755 7,496,573

退職給付引当金 1,859,532 1,846,147

資産除去債務 38,443 －

その他 1,809,227 2,007,292

固定負債合計 6,131,960 11,350,013

負債合計 29,376,731 30,971,461

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,911,700 6,884,238

資本剰余金 6,042,037 6,014,575

利益剰余金 23,707,692 23,018,308

自己株式 △385,755 △385,682

株主資本合計 36,275,674 35,531,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51,989 △68,498

為替換算調整勘定 △3,435,983 △3,635,099

評価・換算差額等合計 △3,487,972 △3,703,598

純資産合計 32,787,702 31,827,840

負債純資産合計 62,164,434 62,799,302



（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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 36,327,329 36,807,028

売上原価 25,876,970 26,448,786

売上総利益 10,450,358 10,358,241

販売費及び一般管理費 7,831,626 7,892,388

営業利益 2,618,732 2,465,853

営業外収益   

受取利息 31,267 30,753

受取配当金 35,999 35,526

受取保険金 － 49,696

スクラップ売却収入 48,355 58,816

その他 98,369 38,471

営業外収益合計 213,992 213,265

営業外費用   

支払利息 235,729 177,339

その他 6,941 23,623

営業外費用合計 242,671 200,963

経常利益 2,590,053 2,478,155

特別利益   

固定資産売却益 1,075 3,789

貸倒引当金戻入額 21,353 18,904

関係会社株式売却益 48,677 －

関係会社清算益 － 8,363

その他 1,102 467

特別利益合計 72,209 31,525

特別損失   

固定資産処分損 196,760 23,620

災害による損失 － 28,058

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,573

その他 1,614 16,253

特別損失合計 198,375 91,506

税金等調整前四半期純利益 2,463,887 2,418,174

法人税、住民税及び事業税 1,034,756 1,211,684

法人税等調整額 △47,797 △138,570

法人税等合計 986,958 1,073,114

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,345,059

四半期純利益 1,476,929 1,345,059



（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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 2,463,887 2,418,174

減価償却費 1,157,534 1,125,837

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,573

賞与引当金の増減額（△は減少） 244,266 241,659

貸倒引当金の増減額（△は減少） △55,261 12,610

退職給付引当金の増減額（△は減少） △45,995 17,534

受取利息及び受取配当金 △67,267 △66,279

支払利息 235,729 177,339

有形固定資産売却損益（△は益） 136,318 －

売上債権の増減額（△は増加） △221,892 1,376,853

たな卸資産の増減額（△は増加） 428,791 △408,308

仕入債務の増減額（△は減少） △3,830 △1,489,171

その他の流動負債の増減額（△は減少） 129,492 △209,834

その他の固定負債の増減額（△は減少） △58,708 △39,342

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,594 －

その他 △94,583 161,618

小計 4,280,076 3,342,265

法人税等の支払額 △660,571 △504,659

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,619,504 2,837,606

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 －

定期預金の払戻による収入 － 500,000

有価証券の取得による支出 △5,700,000 △2,503,655

有価証券の売却による収入 5,700,000 2,500,000

有形固定資産の取得による支出 △1,474,658 △525,873

無形固定資産の取得による支出 △13,154 △34,756

投資有価証券の取得による支出 △300,000 △50,750

ゴルフ会員権の売却による収入 200,165 －

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 73,528 75,771

その他 87,346 72,577

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,416,292 33,313

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 10,797,924 10,070,105

短期借入金の返済による支出 △11,076,096 △10,299,567

長期借入れによる収入 1,150,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △3,158,443 △863,769

自己株式の取得による支出 △367,723 －

配当金の支払額 △298,445 △345,472

利息の支払額 △248,708 △193,690

その他 △109,138 △52,861

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,310,631 △1,585,256

現金及び現金同等物に係る換算差額 158,931 24,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △948,488 1,309,761

現金及び現金同等物の期首残高 15,415,332 15,428,796

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △5,295 △47,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,461,549 16,690,699



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 ………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  

[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 

[海外売上高] 

前第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  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 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

  
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

  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



[セグメント情報] 

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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およ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。

当社グループは、建設関連製品事業ほか複数の業種にわたる事業を営んでおり、業種別に区分された主たる事業ご

とに、取り扱う製品・サービスについて国内およ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、当社グループは、当該業種別に区分された主たる事業別のセグメントによって構成されており、「建

設関連製品事業」、「自動車関連製品事業」、「ホテル事業」および「その他の事業」の４つを報告セグメントとし

ております。 

「建設関連製品事業」は、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を

行っております。 

「自動車関連製品事業」は、自動車関連製品の製造販売業務を行っております。 

「ホテル事業」は、ホテル経営業務を行っております。 

「その他の事業」は、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を行っております。 

 なお、連結子会社である岡部開発㈱は、損害保険代理店業およびＯＡ機器販売業を行っておりましたが、７月１日

付で解散したため、第２四半期連結会計期間において連結の範囲から除外しております。 

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23年１月１日 至 平成23年９月30日） 

（単位：千円）

（注）セグメント利益又は損失（△）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 

該当事項はありません。 

（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）および「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。 

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント 

調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注） 

建設関連 
製品事業 

自動車関連 
製品事業 

ホテル事業 
その他の 
事業 

計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 27,275,774  5,243,521  3,475,070  812,661  36,807,028  －  36,807,028

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  21,886  21,886 ( )21,886  －

計  27,275,774  5,243,521  3,475,070  834,547  36,828,915 ( )21,886  36,807,028

セグメント利益又は 
損失（△） 

 1,834,247  823,793 △  118,510 △  73,677  2,465,853 (－)  2,465,853

（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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