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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 12,467 6.5 724 △4.3 773 △2.8 440 1.4
23年12月期第1四半期 11,709 4.1 757 24.2 795 29.2 434 37.1

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 841百万円 （200.2％） 23年12月期第1四半期 280百万円 （―％）

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12月期第1四半期 8.39 ―
23年12月期第1四半期 8.04 8.03

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 62,742 31,997 51.0
23年12月期 61,921 31,471 50.8
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  31,997百万円 23年12月期  31,471百万円

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12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12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) 24,320 3.0 1,540 10.3 1,530 7.4 890 14.0 16.97
通期 53,000 4.0 4,320 10.3 4,250 7.8 2,540 16.7 48.42



(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、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」をご覧下さい。 

(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、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。 

4.  その他

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12月期1Q 55,290,632 株 23年12月期 55,290,632 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 2,832,576 株 23年12月期 2,832,576 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 52,458,056 株 23年12月期1Q 54,025,972 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日～平成24年３月31日）におけるわが国経済は、生産や個人消費

に一部持ち直しの動きが見られましたが、欧州政府債務危機を主因とする金融市場の混乱や原油高の影響などか

ら、先行き不透明な状況となりました。 

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、公共投資や民間設備投資が依然として低調に

推移するなど、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、主力の建設関連製品につき、被災地への供給責任を全うすべ

く、営業・生産部門の連携を強化して復旧・復興需要への迅速な対応を図るとともに、創業百周年に向けた６ヵ年

経営計画「okabe-１番星★Plan-2017」を策定し、新たな成長ビジョンの実現に向けた取組みを開始いたしまし

た。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、124億６千７百万円(前年同期比6.5％増)、営業利

益は７億２千４百万円(前年同期比4.3％減)、経常利益は７億７千３百万円(前年同期比2.8％減)、四半期純利益は

４億４千万円(前年同期比1.4％増)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 

提案型営業の強化により構造機材製品の販売が好調に推移したことや、ニーズに適合した商品を新たに導

入したことなどにより建材商品の取扱いが増加した結果、売上高は95億８千１百万円(前年同期比11.6％増)と

なりましたが、原材料の値上げの影響を受けたことなどから、営業利益は５億４千３百万円(前年同期比2.7％

減)となりました。 

② 自動車関連製品事業 

北米・欧州において、暖冬の影響からバッテリーの買い替え需要が減少したことなどから、売上高は14億

６千６百万円(前年同期比9.3％減)となり、営業利益は１億７千３百万円(前年同期比16.0％減)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前年同四半

期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、10億３千３百万円(前年同期比

6.6％減)となり、営業損益は５千６百万円の損失(前年同四半期は営業損失６千３百万円)となりました。 

④ その他の事業 

釣り用錘製品が減少したことなどから、売上高は３億８千６百万円(前年同期比4.2％減)となりましたが、

海洋事業において高付加価値製品の受注が堅調であったことなどから、営業利益は６千５百万円(前年同期比

15.2％増)となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



(単位：百万円未満切捨表示)

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年12月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成24年２月17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。 

   

   

（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。 

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

(参考)連結事業別・製品別売上高 

  

前第１四半期連結累計期間 
自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日 

当第１四半期連結累計期間 
自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31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  1,351  11.5  1,466  11.7  8.5

土木製品  1,264  10.8  1,296  10.4  2.5

構造機材製品  3,601  30.8  3,815  30.6  6.0

建材商品  2,365  20.2  3,002  24.1  26.9

小 計  8,582  73.3  9,581  76.8  11.6

自動車関連製品事業  1,618  13.8  1,466  11.8  △9.3

ホテル事業  1,106  9.5  1,033  8.3  △6.6

その他の事業  402  3.4  386  3.1  △4.2

合 計  11,709  100.0  12,467  100.0  6.5

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,657,143 17,456,046

受取手形及び売掛金 18,125,350 17,370,040

有価証券 － 200,000

商品及び製品 2,527,988 2,881,567

仕掛品 738,947 759,966

原材料及び貯蔵品 1,342,365 1,395,409

その他 910,996 890,708

貸倒引当金 △45,147 △42,820

流動資産合計 40,257,644 40,910,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,608,798 8,692,358

機械装置及び運搬具（純額） 1,877,555 1,856,217

土地 3,681,765 3,732,769

その他（純額） 1,239,097 1,262,891

有形固定資産合計 15,407,217 15,544,237

無形固定資産   

のれん 539,159 521,183

その他 501,493 418,510

無形固定資産合計 1,040,653 939,694

投資その他の資産   

投資有価証券 3,104,245 3,325,977

その他 2,541,333 2,428,563

貸倒引当金 △429,198 △406,656

投資その他の資産合計 5,216,379 5,347,884

固定資産合計 21,664,250 21,831,816

資産合計 61,921,894 62,742,734



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,594,393 4,620,977

信託未払金 8,899,833 9,487,683

短期借入金 7,980,372 9,149,862

未払法人税等 1,024,440 377,079

賞与引当金 59,381 234,005

その他 1,833,721 1,907,885

流動負債合計 24,392,142 25,777,493

固定負債   

長期借入金 2,309,441 1,199,883

退職給付引当金 1,857,594 1,864,740

資産除去債務 38,540 38,618

その他 1,852,946 1,864,219

固定負債合計 6,058,522 4,967,462

負債合計 30,450,665 30,744,955

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,911,700 6,911,700

資本剰余金 6,042,037 6,042,037

利益剰余金 24,539,439 24,664,754

自己株式 △1,031,124 △1,031,124

株主資本合計 36,462,052 36,587,367

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 64,179 208,173

為替換算調整勘定 △5,055,003 △4,797,762

その他の包括利益累計額合計 △4,990,823 △4,589,589

純資産合計 31,471,228 31,997,778

負債純資産合計 61,921,894 62,742,734



（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：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 11,709,876 12,467,188

売上原価 8,378,458 9,149,982

売上総利益 3,331,418 3,317,206

販売費及び一般管理費 2,573,904 2,592,387

営業利益 757,514 724,819

営業外収益   

受取利息 13,220 10,226

受取配当金 10,018 10,218

受取保険金 26,680 －

その他 52,793 88,820

営業外収益合計 102,712 109,265

営業外費用   

支払利息 62,874 60,130

その他 1,700 828

営業外費用合計 64,575 60,958

経常利益 795,651 773,125

特別利益   

固定資産売却益 142 －

貸倒引当金戻入額 15,529 －

関係会社清算益 8,363 －

会員権売却益 － 285

その他 － 130

特別利益合計 24,035 415

特別損失   

固定資産処分損 4,652 11,784

貸倒引当金繰入額 30 －

災害による損失 15,702 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23,573 －

環境対策費 13,150 －

その他 359 －

特別損失合計 57,469 11,784

税金等調整前四半期純利益 762,217 761,757

法人税、住民税及び事業税 462,153 328,603

法人税等調整額 △134,062 △6,909

法人税等合計 328,091 321,694

少数株主損益調整前四半期純利益 434,126 440,063

四半期純利益 434,126 440,063



（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：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 434,126 440,063

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 63,265 143,993

為替換算調整勘定 △217,125 257,241

その他の包括利益合計 △153,860 401,234

四半期包括利益 280,265 841,297

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 280,265 841,297



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３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 762,217 761,757

減価償却費 382,173 360,060

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） 178,491 174,624

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,717 △24,870

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,912 8,155

受取利息及び受取配当金 △23,238 △20,445

支払利息 62,874 60,130

売上債権の増減額（△は増加） 2,380,447 812,709

たな卸資産の増減額（△は増加） △575,604 △412,599

仕入債務の増減額（△は減少） △896,970 508,609

その他の流動負債の増減額（△は減少） △235,528 △127,214

その他の固定負債の増減額（△は減少） △27,025 △6,605

未払消費税等の増減額（△は減少） 42,309 40,535

その他 44,294 92,341

小計 2,114,209 2,227,187

法人税等の支払額 △146,792 △1,025,276

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,967,416 1,201,911

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,000,000 △2,000,000

有価証券の売却による収入 2,500,000 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △101,669 △163,180

無形固定資産の取得による支出 △15,331 △3,201

投資有価証券の取得による支出 － △400,000

投資有価証券の売却による収入 － 200,000

利息及び配当金の受取額 32,955 21,527

その他 51,345 14,125

投資活動によるキャッシュ・フロー 467,300 △330,728

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 3,878,940 4,983,203

短期借入金の返済による支出 △3,826,073 △4,820,000

長期借入金の返済による支出 △651,563 △108,137

配当金の支払額 △21,823 △26,580

利息の支払額 △63,053 △49,604

その他 17,070 △35,345

財務活動によるキャッシュ・フロー △666,503 △56,464

現金及び現金同等物に係る換算差額 △107,417 △28,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,660,796 785,850

現金及び現金同等物の期首残高 15,428,796 16,244,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,089,592 17,030,769



該当事項はありません。 

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

１ 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：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。 

２ 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。 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 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：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。 

２ 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。 

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

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 
 8,582,440  1,618,053  1,106,481  402,900  11,709,876  －  11,709,876

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  11,260  11,260 ( )11,260  －

計  8,582,440  1,618,053  1,106,481  414,160  11,721,137 ( )11,260  11,709,876

セグメント利益又は 
損失（△） 

 558,432  206,294  △63,769  56,556  757,514 (－)  757,514

  

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 
 9,581,059  1,466,958  1,033,043  386,126  12,467,188  －  12,467,188

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  － ( )－  －

計  9,581,059  1,466,958  1,033,043  386,126  12,467,188 ( )－  12,467,188

セグメント利益又は 
損失（△） 

 543,236  173,326  △56,907  65,163  724,819 ( )－  724,819

（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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