
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

  
  

 

   

  
    

 

   

  
    

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第２四半期 11,459 1.8 908 △4.2 912 △5.5 583 0.8
24年３月期第２四半期 11,254 16.0 948 46.8 964 41.9 578 42.5

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 540百万円( 1.9％) 24年３月期第２四半期 530百万円( 50.5％)

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

25年３月期第２四半期 31.85 －
24年３月期第２四半期 31.58 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 21,657 14,966 69.1
24年３月期 22,124 14,563 65.8

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 14,966百万円 24年３月期 14,563百万円

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

24年３月期 － 7.50 － 7.50 15.00

25年３月期 － 9.00

25年３月期(予想) － 9.00 18.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 28,000 13.8 2,800 27.8 2,780 27.0 1,720 38.4 93.96

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

  
  

   

   

  

   

   

  

   

  
  

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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）４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

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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）４ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご
覧ください。

（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) 25年３月期２Ｑ 18,399,566株 24年３月期 18,399,566株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 94,196株 24年３月期 94,171株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 18,305,378株 24年３月期２Ｑ 18,306,208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、四半期連結財務諸表に対する四半期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等については、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。
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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２四半期(累計期間、以下同じ)の日本経済は、期首より緩やかな景気回復傾向が続きました。

しかし、期後半にかけては、内需は大震災復興関連を中心に堅調に推移しましたが、世界経済減速や

超円高定着の影響に加えて個人消費も陰りを見せるなど、景況は回復基調から転じて踊り場局面を迎

えました。このような状況にあっても当社グループ関連の建設･機械設備市況は、底堅い内外民間設

備投資や拡大の続く国内復興公共投資に支えられ、業界･分野で濃淡が見られたものの、おおむね好

調に推移しました。 

当社グループの売上高は、一部のセグメント･商品アイテムが需要の端境期を迎えて振るわなかっ

たものの、高付加価値新商品の市場浸透や新規顧客への拡販を継続したことで、前年同四半期(累計

期間、以下同じ)並みの水準を確保しました。 

一方、利益面では、商品のコストバリュー強化や製造･調達･施工のコストダウンに鋭意努めました

が、価格競争激化の中で需要停滞期に陥った内装システム事業の低迷や、国内マテハン事業での商品

構成の変化が影響し、営業利益・経常利益において前年同四半期をやや下回る結果となりました。 

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＞ 

オフィス用フロアは都市再開発･ビル建設需要が堅調だったことで前年同四半期並の水準を確保し

ました。しかし、電算室用フロアは国内データーセンター向け投資の計画停滞が相次ぎ、クリーンル

ーム用フロアも半導体･スマートフォン関連需要の端境期が続いたことにより、何れも前年同四半期

比で減少しました。 

     ＜構造システム＞ 

主力商品である鉄骨柱脚工法は、大型店舗･工場･倉庫などの鉄骨造建設需要の回復を背景として堅

調に推移しました。また、油圧制震ダンパは、新規顧客の開拓や商品のコストダウンが奏功し大幅に

増加しました。一方、前期に急増した鉄骨梁貫通孔補強工法については、需要の増勢に一服感が見ら

れたことで減少しました。 

     ＜マテハンシステム＞ 

国内においては、官庁向けや主要な民間製造分野において設備投資の堅調が続き、水処理用･工作

機械用チェンが活発に推移しました。他方、海外事業については、本邦よりの輸出は円高定着の中に

あっても一般産業機械用を中心に大幅に増加し、米国事業についても一般産業機械用･環境公共関連

ともに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２四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 466 百万円

減少し 21,657 百万円となりました。流動資産は、同 339 百万円減少しましたが、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）等が増加した一方で、受取手形及び売掛

金が減少したことによるものです。また、固定資産は、同 126 百万円減少しました。 

負債は、同 869 百万円減少の 6,691 百万円となりました。これは買掛金、未払法人税等の減少が主

な要因であります。 
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純資産合計は同 402 百万円増加の 14,966 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。 

 (キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 592 百万円

増加し、5,860 百万円となりました。 

当第２四半期(連結累計期間、以下同じ)における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期の税金等調整前四半期純利益は前年同四半期に比べて 52 百万円減少して 912 百万円

となりました。また、売上債権の減少額は 905 百万円（前年同四半期比 343 百万円増加）となりまし

た。一方、たな卸資産の増加額は 72 百万円（前年同四半期比 849 百万円減少）、仕入債務の減少額は

394 百万円（前年同四半期は仕入債務の増加額 459 百万円）となりました。法人税等の支払額は前年

同四半期に比べて 145 百万円増加して 629 百万円となりました。これらの結果、当第２四半期におけ

る営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前年同四半期と比べて 97 百万円増加の 888 百万円

となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得による支出が、前年同四半期に比べ 19 百万円減少し、100 百万円となりました。

無形固定資産の取得による支出も、前年同四半期に比べ１百万円減少し、52 百万円となりました。こ

れらの結果、当第２四半期における投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、前年同四半期と比

べて 28 百万円減少し 146 百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の純増減額は、前年同四半期の借入れによる 114 百万円の収入に対して、当第２四半期

は借入金の返済により 11 百万円の支出となりました。配当金の支払は、前年同四半期とほぼ同額の

137 百万円となりました。これらの結果、当第２四半期における財務活動によるキャッシュ・フロー

の支出は、前年同四半期に比べて 125 百万円増加の、148 百万円となりました。 

 

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

今後の建設･設備市況は、大震災復興需要が牽引し引き続き回復基調を維持するのか、円高や海外

経済の失速が民間設備投資意欲を減退させることで後退局面に入るのか、分水嶺に立った状況にある

といえます。 

当社グループとしましては、高付加価値商品の開発･拡販を鋭意継続し、新規顧客や新商流の開拓

を進めるとともに、さらなるトータル･コストダウンを追求していくことで、所期の業績目標達成を

図ってまいります。 

このため、平成 25 年３月期（平成 24年４月 1日～平成 25 年３月 31 日）の連結業績予想について

は、本年４月 24 日に公表しました予想数値に変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

従来、当社グループの国内会社は、有形固定資産の減価償却方法について、定率法（ただし、平成

10 年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法）を採用しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より、定額法を用いることに変更いたしました。 
当社グループは、顧客のグローバル化への対応や円高進行に対する競争力確保のため、生産戦略の

抜本的見直しを行い、需要の変動については、海外調達品の拡充により対応し、国内生産品に関して

は、将来にわたり安定的な需要が見込まれる高付加価値品に特化する方針といたしました。 
この戦略に基づき、高付加価値品生産のための設備や現有設備の合理化・更新を行ったことから、

国内設備は安定的稼働が見込めることとなりました。 
これらの国内設備が、主に当連結会計年度に本格稼働するため、当社の有形固定資産の減価償却方

法を、使用可能期間にわたり平均的に原価配分する定額法に変更することが使用実態をより適切に反

映するものと判断するに至りました。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の減価償却費は 22 百万

円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が 16 百万円それぞれ増加しておりま

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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28 28

受取手形及び売掛金 5,872 4,950

商品及び製品 865 916

仕掛品 1,429 1,503

未成工事支出金 1,595 1,479

原材料及び貯蔵品 375 388

関係会社短期貸付金 5,239 5,832

その他 644 610

貸倒引当金 △17 △16

流動資産合計 16,033 15,693

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,736 3,735

その他（純額） 791 804

有形固定資産合計 4,527 4,539

無形固定資産   

のれん 235 140

その他 239 218

無形固定資産合計 474 359

投資その他の資産   

その他 1,112 1,088

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 1,088 1,064

固定資産合計 6,090 5,964

資産合計 22,124 21,657

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,323 2,898

短期借入金 336 306

未払法人税等 653 348

引当金 29 12

その他 1,512 1,421

流動負債合計 5,855 4,986

固定負債   

退職給付引当金 1,388 1,391

役員退職慰労引当金 14 14

環境対策引当金 93 93

その他 208 204

固定負債合計 1,704 1,704

負債合計 7,560 6,691
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（単位：百万円未満切捨て）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30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 6,388 6,834

自己株式 △38 △38

株主資本合計 14,663 15,109

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

為替換算調整勘定 △99 △142

その他の包括利益累計額合計 △100 △143

純資産合計 14,563 14,966

負債純資産合計 22,124 21,657
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円未満切捨て）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 11,254 11,459

売上原価 8,412 8,670

売上総利益 2,841 2,789

販売費及び一般管理費   

給料 850 824

退職給付引当金繰入額 57 61

減価償却費 144 138

その他 841 856

販売費及び一般管理費合計 1,893 1,880

営業利益 948 908

営業外収益   

受取利息 9 12

為替差益 11 6

その他 15 7

営業外収益合計 35 26

営業外費用   

支払利息 2 3

売上割引 5 5

固定資産廃棄損 6 1

手形流動化手数料 3 3

支払補償費 － 7

その他 1 1

営業外費用合計 19 23

経常利益 964 912

税金等調整前四半期純利益 964 912

法人税、住民税及び事業税 386 326

法人税等調整額 △0 2

法人税等合計 386 329

少数株主損益調整前四半期純利益 578 583

少数株主利益 － －

四半期純利益 578 583
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 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：百万円未満切捨て)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 578 583

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

繰延ヘッジ損益 1 －

為替換算調整勘定 △49 △42

その他の包括利益合計 △47 △42

四半期包括利益 530 540

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 530 540

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円未満切捨て）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 964 912

減価償却費 241 216

受取利息及び受取配当金 △10 △13

支払利息 2 3

売上債権の増減額（△は増加） 561 905

たな卸資産の増減額（△は増加） △922 △72

仕入債務の増減額（△は減少） 459 △394

その他 △30 △48

小計 1,267 1,508

利息及び配当金の受取額 10 13

利息の支払額 △2 △3

法人税等の支払額 △483 △629

営業活動によるキャッシュ・フロー 790 888

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △120 △100

無形固定資産の取得による支出 △54 △52

その他 0 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △174 △146

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 114 △11

配当金の支払額 △137 △137

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △22 △148

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 594 592

現金及び現金同等物の期首残高 4,060 5,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,654 5,860
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（４）継続企業の前提に関する注記

　当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日　至 平成24年９月30日）
　　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

Ⅰ　前第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）

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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日　至 平成24年９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：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。

２．報告セグメントの変更等に関する事項
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
　「２．サマリー情報（注記事項）に関する情報　（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」
に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より有形固定資産の減価償却方法を変更しております。
　これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益は、「内装システム」で８百
万円、「構造システム」で４百万円、「マテハンシステム」で４百万円増加しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日　至 平成24年９月30日）
　　該当事項はありません。

計 3,792 4,159 3,302 11,254

157 559 232 948

3,792 4,159 3,302 11,254

－ － － －

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

11,459

－ － － －

計 3,301 4,656 3,501

3,301 4,656 3,501 11,459

90853 678 176

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
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