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

24年3月期第3四半期 18,149 18.2 1,764 46.3 1,778 42.3 1,003 35.8
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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 963百万円 （43.1％） 23年3月期第3四半期 673百万円 （―％）

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3四半期 54.82 ―
23年3月期第3四半期 40.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 21,245 14,285 67.2
23年3月期 20,057 13,596 67.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  14,285百万円 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 ― 7.50 ―
24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

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「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「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3Q 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3Q 94,071 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3Q 18,305,971 株 23年3月期3Q 18,307,849 株
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１．当四半期決算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、東日本大震災後の停滞を脱し、復旧･復興 

事業が内需を喚起することにより緩やかな回復基調でスタートしました。しかしその後は、欧州債務 

危機の発生で国際金融市場が大きく動揺、円高の定着や外需の収縮など実体経済への波及が懸念 

される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、建設･民間機械設備投資が大震災直後の急激な 

落ち込みから回復に転じる中で、事業統合による販売体制の拡充や高付加価値新商品の積極的な拡販

活動が奏功し、前年同四半期（累計期間、以下同じ）を上回る結果となりました。また、利益面でも、

商品のコストバリュー強化や生産･施工体制の刷新による製造･調達コストダウンの効果が表われ、 

前年同四半期を大きく上回りました。 

  セグメント別の売上高の概況は次のとおりです。   

   ＜内装システム＞ 

クリーンルーム用フロアは国内半導体･スマートフォン関連の旺盛な設備投資需要を背景として 

大きく伸長し、電算室用フロアもデーターセンター向け投資の活況が続いたことで堅調に推移しま 

した。また、オフィス用フロアも都市再開発･ビル建設需要が好調に推移したことにより大幅に増加

しました。 

   ＜構造システム＞ 

鉄骨梁貫通孔補強工法については、設計織込み促進に注力した拡販活動の成果や新商品の市場投入

効果が表われ、大幅に増加しました。また、主力商品である鉄骨柱脚工法も引き続き堅調に推移しま

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堅調が続き、工作機械用･鉄鋼用･エスカレータ用

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は、公共投資の伸長が期待でき

ない中で、ほぼ前年同四半期並を確保しました。一方、米国事業については、一般産業機械向け 

チェンが牽引役となり増加しました。 

 

(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資産合計は、前連結会計年度末比(以下「同」と称す)で 1,188 百万

円増加し 21,245 百万円となりました。流動資産は、同 1,363 百万円増加しましたが、これは関係 

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）が減少した一方で、受取手形及び 

売掛金、たな卸資産等が増加したことによるものです。また、固定資産は、同 175 百万円減少しま 

した。 

負債は同499百万円増加の6,960百万円となりました。これは買掛金の増加が主な要因であります。 

純資産合計は同 688 百万円増加の 14,285 百万円となりました。これは利益剰余金が増加したこと

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 

当年度の今後の景況を見通しますと、震災復興や底堅い国内消費が下支えしながらも、長期化が 

予想される欧州経済の混乱で海外需要の減少が避けられず、しばらくは不透明な状態が続くものと思

われます。当社関連の市況についても、当第３四半期は総じてまずまずの結果だったものの、国内 

需要とりわけ建設･設備投資関連の今後には予断を許さないものがあります。一方で、今後想定され

る大震災復興の本格化を契機として、当社グループの差別化された耐震･制震･免震技術が社会･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、さら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引き続き開発･拡販し、トータル･コストダウンをさらに継続してい

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、昨年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。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当第 2四半期連結累計期間（自 平成 23 年 4 月 1日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 

該当事項はありません。 
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28 26

受取手形及び売掛金 5,787 6,303

商品及び製品 625 851

仕掛品 1,244 1,834

未成工事支出金 1,398 1,457

原材料及び貯蔵品 303 373

関係会社短期貸付金 4,031 3,823

その他 469 581

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 13,874 15,238

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,732 3,731

その他（純額） 770 755

有形固定資産合計 4,502 4,487

無形固定資産   

のれん 426 282

その他 151 204

無形固定資産合計 577 486

投資その他の資産   

その他 1,126 1,057

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 1,102 1,033

固定資産合計 6,183 6,007

資産合計 20,057 21,245

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,885 3,498

短期借入金 170 260

未払法人税等 505 347

引当金 6 22

その他 1,246 1,168

流動負債合計 4,814 5,297

固定負債   

退職給付引当金 1,359 1,364

役員退職慰労引当金 14 14

環境対策引当金 93 93

その他 179 189

固定負債合計 1,646 1,662

負債合計 6,461 6,960
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

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 6,149

自己株式 △38 △38

株主資本合計 13,696 14,424

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 △138

その他の包括利益累計額合計 △100 △139

純資産合計 13,596 14,285

負債純資産合計 20,057 21,245
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 15,357 18,149

売上原価 11,552 13,506

売上総利益 3,804 4,643

販売費及び一般管理費   

給料 1,206 1,270

退職給付引当金繰入額 76 85

減価償却費 168 221

その他 1,147 1,301

販売費及び一般管理費合計 2,598 2,878

営業利益 1,206 1,764

営業外収益   

受取利息 14 14

為替差益 29 8

その他 16 17

営業外収益合計 61 40

営業外費用   

支払利息 3 3

売上割引 5 8

固定資産廃棄損 1 6

手形流動化手数料 3 5

その他 3 3

営業外費用合計 18 27

経常利益 1,249 1,778

税金等調整前四半期純利益 1,249 1,778

法人税、住民税及び事業税 511 774

法人税等調整額 △1 △0

法人税等合計 510 774

少数株主損益調整前四半期純利益 739 1,003

少数株主利益 － －

四半期純利益 739 1,003
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 739 1,003

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 △63 △40

その他の包括利益合計 △65 △39

四半期包括利益 673 963

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 673 963

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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日　至 平成23年12月31日）
　　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

Ⅰ　前第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）

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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日　至 平成23年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日　至 平成23年12月31日）
　　該当事項はありません。

計 4,750 5,846 4,760 15,357

216 710 278 1,206

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

－ － － －

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

18,149

－ － － －

計 6,170 6,674 5,303

6,170 6,674 5,303 18,149

1,764372 930 461

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3四半期決算短信
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