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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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12月期第2四半期 25,863 9.5 1,757 25.8 1,805 26.8 962 23.3
23年12月期第2四半期 23,617 3.5 1,396 3.0 1,424 6.3 780 7.8

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 2,496百万円 （83.8％） 23年12月期第2四半期 1,358百万円 （―％）

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2四半期 18.35 ―
23年12月期第2四半期 14.44 14.44

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 63,605 33,653 52.9
23年12月期 61,921 31,471 50.8
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  33,653百万円 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 ― 7.00
24年12月期（予想） ― 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、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 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。 

※  注記事項

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2Q 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2Q 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2Q 52,458,056 株 23年12月期2Q 54,064,936 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日～平成24年６月30日）におけるわが国経済は、企業収益や個人消

費に持ち直しの動きが見られたものの、欧州債務問題の再燃や原油高の影響などから、厳しい状況で推移いたしま

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・生産部門の連携強化を図るとともに、重点分野である構造機材製品につき販売強化キャンペーンを実施する

など、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２四半期連結累計期間における売上高は、258億６千３百万円(前年同期比9.5％増)、営業利益

は17億５千７百万円(前年同期比25.8％増)、経常利益は18億５百万円(前年同期比26.8％増)、四半期純利益は９億

６千２百万円(前年同期比23.3％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 

販売強化キャンペーンの実施により構造機材製品の販売が好調に推移したことや、省エネ住宅の増加により

断熱材等の建材商品の販売が伸長した結果、売上高は202億１千６百万円(前年同期比16.5％増)となり、営業

利益は14億８千３百万円(前年同期比39.9％増)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により、売上高は29億

６千８百万円(前年同期比13.6％減)となり、営業利益は３億４千６百万円(前年同期比37.0％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ものの、当第２四半期連結会計期間に改装のため

所有ホテルのうち一つを閉鎖していたことや、円高による為替換算レートの影響により、売上高は19億７千４

百万円(前年同期比8.2％減)となりました。 

利益面におきましては、コスト削減を徹底したことにより、営業損益が前年同期と比べ６千万円改善し、１

億４千８百万円の損失(前年同期は営業損失２億９百万円)となりました。 

④ その他の事業 

海洋事業が主力の浮魚礁を中心に好調に推移した結果、売上高は７億３百万円(前年同期比3.5％増)とな

り、営業利益は７千６百万円(前年同期は営業損失４百万円)となりました。 

  

１．当四半期決算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) 

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年12月期の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） 

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。 

  

前第２四半期連結累計期間 
自 平成23年１月１日 
至 平成23年６月30日 

当第２四半期連結累計期間 
自 平成24年１月１日 
至 平成24年６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  2,735  11.6  3,075  11.9  12.4

土木製品  2,298  9.7  2,471  9.6  7.5

構造機材製品  7,533  31.9  8,616  33.3  14.4

建材商品  4,782  20.3  6,053  23.4  26.6

小 計  17,350  73.5  20,216  78.2  16.5

自動車関連製品事業  3,436  14.5  2,968  11.5  △13.6

ホテル事業  2,150  9.1  1,974  7.6  △8.2

その他の事業  679  2.9  703  2.7  3.5

合 計  23,617  100.0  25,863  100.0  9.5

２．サマリー情報（注記事項）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２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,657,143 17,578,486

受取手形及び売掛金 18,125,350 17,711,344

商品及び製品 2,527,988 2,791,115

仕掛品 738,947 720,860

原材料及び貯蔵品 1,342,365 1,273,389

その他 910,996 933,311

貸倒引当金 △45,147 △44,039

流動資産合計 40,257,644 40,964,469

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,608,798 9,239,416

機械装置及び運搬具（純額） 1,877,555 1,886,327

土地 3,681,765 3,832,334

その他（純額） 1,239,097 1,394,262

有形固定資産合計 15,407,217 16,352,340

無形固定資産   

のれん 539,159 543,172

その他 501,493 362,525

無形固定資産合計 1,040,653 905,697

投資その他の資産   

投資有価証券 3,104,245 3,351,421

その他 2,541,333 2,453,093

貸倒引当金 △429,198 △421,512

投資その他の資産合計 5,216,379 5,383,002

固定資産合計 21,664,250 22,641,041

資産合計 61,921,894 63,605,510



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,594,393 4,824,511

信託未払金 8,899,833 8,956,716

短期借入金 7,980,372 3,992,322

未払法人税等 1,024,440 664,371

賞与引当金 59,381 75,519

その他 1,833,721 2,048,646

流動負債合計 24,392,142 20,562,087

固定負債   

長期借入金 2,309,441 5,547,063

退職給付引当金 1,857,594 1,858,083

資産除去債務 38,540 38,696

その他 1,852,946 1,946,472

固定負債合計 6,058,522 9,390,316

負債合計 30,450,665 29,952,403

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 25,187,077

自己株式 △1,031,124 △1,031,124

株主資本合計 36,462,052 37,109,690

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 94,318

為替換算調整勘定 △5,055,003 △3,550,901

その他の包括利益累計額合計 △4,990,823 △3,456,583

純資産合計 31,471,228 33,653,106

負債純資産合計 61,921,894 63,605,510



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 23,617,470 25,863,536

売上原価 17,000,817 18,769,878

売上総利益 6,616,653 7,093,658

販売費及び一般管理費 5,220,292 5,336,435

営業利益 1,396,361 1,757,223

営業外収益   

受取利息 21,502 20,265

受取配当金 26,392 28,493

スクラップ売却収入 40,869 34,519

その他 61,079 84,540

営業外収益合計 149,844 167,819

営業外費用   

支払利息 119,045 113,158

その他 2,911 6,516

営業外費用合計 121,956 119,675

経常利益 1,424,248 1,805,366

特別利益   

固定資産売却益 184 1,522

貸倒引当金戻入額 20,298 －

関係会社清算益 8,363 －

その他 375 315

特別利益合計 29,222 1,838

特別損失   

固定資産処分損 9,552 13,828

減損損失 － 84,670

災害による損失 26,104 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23,573 －

その他 16,248 －

特別損失合計 75,479 98,498

税金等調整前四半期純利益 1,377,991 1,708,705

法人税、住民税及び事業税 735,184 737,389

法人税等調整額 △138,005 8,930

法人税等合計 597,178 746,320

少数株主損益調整前四半期純利益 780,813 962,385

四半期純利益 780,813 962,385



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 780,813 962,385

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 44,396 30,138

為替換算調整勘定 533,192 1,504,102

その他の包括利益合計 577,589 1,534,240

四半期包括利益 1,358,402 2,496,626

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,358,402 2,496,626



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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 1,377,991 1,708,705

減価償却費 747,958 724,899

減損損失 － 84,670

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） 15,880 16,138

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,955 △8,795

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,508 △1,131

受取利息及び受取配当金 △47,895 △48,759

支払利息 119,045 113,158

売上債権の増減額（△は増加） 2,674,058 557,089

たな卸資産の増減額（△は増加） △556,316 △68,116

仕入債務の増減額（△は減少） △1,724,725 215,342

その他の流動負債の増減額（△は減少） 49,261 273,889

その他の固定負債の増減額（△は減少） △24,854 △476

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,335 31,261

その他 78,481 113,167

小計 2,712,570 3,711,043

法人税等の支払額 △219,301 △1,162,632

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,493,268 2,548,411

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 △2,503,655 △2,000,000

有価証券の売却による収入 2,500,000 2,200,000

有形固定資産の取得による支出 △321,609 △511,211

無形固定資産の取得による支出 △30,348 △21,127

投資有価証券の取得による支出 △50,750 △600,047

投資有価証券の売却による収入 2,610 200,000

保険積立金の積立による支出 △17,140 △266,474

保険積立金の払戻による収入 64,338 310,517

利息及び配当金の受取額 55,322 49,532

その他 △25,250 36,884

投資活動によるキャッシュ・フロー △326,481 △601,926

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 7,774,036 8,569,170

短期借入金の返済による支出 △7,886,443 △8,723,741

長期借入れによる収入 － 4,430,000

長期借入金の返済による支出 △761,983 △5,046,425

配当金の支払額 △323,765 △315,078

利息の支払額 △141,348 △124,710

その他 △20,302 △67,326

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,359,806 △1,278,110

現金及び現金同等物に係る換算差額 19,278 220,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 826,259 889,002

現金及び現金同等物の期首残高 15,428,796 16,244,919

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △47,858 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,207,197 17,133,921



該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30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２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「建設関連製品事業」セグメントにおいて減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第

２四半期連結累計期間においては84,670千円であります。 

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 
 17,350,415  3,436,753  2,150,512  679,789  23,617,470  －  23,617,470

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  21,886  21,886 ( )21,886  －

計  17,350,415  3,436,753  2,150,512  701,676  23,639,357 ( )21,886  23,617,470

セグメント利益又は 
損失（△） 

 1,060,549  549,726  △209,335  △4,580  1,396,361 (－)  1,396,361

  

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 
 20,216,811  2,968,112  1,974,993  703,619  25,863,536  －  25,863,536

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  － ( )－  －

計  20,216,811  2,968,112  1,974,993  703,619  25,863,536 ( )－  25,863,536

セグメント利益又は 
損失（△） 

 1,483,285  346,399  △148,803  76,342  1,757,223 ( )－  1,757,223

（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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