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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9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3四半期 40,103 9.0 3,196 29.6 3,258 31.5 1,805 34.2
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

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 2,279百万円 （46.1％） 23年12月期第3四半期 1,560百万円 （―％）

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3四半期 34.42 ―
23年12月期第3四半期 24.87 24.87

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 64,158 33,068 51.5
23年12月期 61,921 31,471 50.8
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  33,068百万円 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3Q 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3Q 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3Q 52,458,056 株 23年12月期3Q 54,080,511 株
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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24年１月１日～平成24年９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災から

の復興需要等を背景に緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、欧州経済の失速や新興国景気の鈍化により、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、土木を中心とする公共部門の投資が震災復興関

連予算の執行とともに増加した一方、建築を中心とする民間部門の投資が低調にとどまった結果、全体として低い

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、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。また、インサート・スペーサー製品分野で高い技術力を誇る株式

会社日本インダストリー製作所の事業を譲り受けるとともに、木造軸組工法向け接合金物のトップメーカーである

株式会社タツミとの間で包括的な業務提携契約を締結するなど、創業百周年に向けた６ヵ年経営計画「okabe-１番

星★Plan-2017」における重点施策を着実に実行に移してまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、401億３百万円(前年同期比9.0％増)、営業利益は31

億９千６百万円(前年同期比29.6％増)、経常利益は32億５千８百万円(前年同期比31.5％増)、四半期純利益は18億

５百万円(前年同期比34.2％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315億２千２百万円(前年同期比15.6％増)となり、営業

利益は27億２千９百万円(前年同期比48.8％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45億

８千３百万円(前年同期比12.6％減)となり、営業利益は５億７千６百万円(前年同期比30.0％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、改装のため所有ホテルのうち一つを４ヵ

月間閉鎖していたことなどにより、売上高は31億１千３百万円(前年同期比10.4％減)となり、営業損失は１億

２千６百万円(前年同期は営業損失１億１千８百万円)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８億８千３百万円(前年同期比8.8％増)と

なり、営業利益は、前年同期に比べ釣り用錘製品の利益率が大幅に改善した結果、１千６百万円(前年同期は

営業損失７千３百万円)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 

当第３四半期連結累計期間 
自 平成24年１月１日 
至 平成24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  4,275  11.6  4,751  11.8  11.1

土木製品  3,498  9.5  3,878  9.7  10.9

構造機材製品  12,002  32.6  13,681  34.1  14.0

建材商品  7,500  20.4  9,210  23.0  22.8

小 計  27,275  74.1  31,522  78.6  15.6

自動車関連製品事業  5,243  14.3  4,583  11.4  △12.6

ホテル事業  3,475  9.4  3,113  7.8  △10.4

その他の事業  812  2.2  883  2.2  8.8

合 計  36,807  100.0  40,103  100.0  9.0

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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,657,143 16,733,594

受取手形及び売掛金 18,125,350 18,884,223

商品及び製品 2,527,988 2,783,789

仕掛品 738,947 672,210

原材料及び貯蔵品 1,342,365 1,296,978

その他 910,996 893,888

貸倒引当金 △45,147 △46,810

流動資産合計 40,257,644 41,217,874

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,608,798 8,727,188

機械装置及び運搬具（純額） 1,877,555 1,799,948

土地 3,681,765 3,671,610

その他（純額） 1,239,097 2,217,927

有形固定資産合計 15,407,217 16,416,674

無形固定資産   

のれん 539,159 496,598

その他 501,493 360,983

無形固定資産合計 1,040,653 857,581

投資その他の資産   

投資有価証券 3,104,245 3,579,975

その他 2,541,333 2,495,827

貸倒引当金 △429,198 △409,620

投資その他の資産合計 5,216,379 5,666,182

固定資産合計 21,664,250 22,940,438

資産合計 61,921,894 64,158,313



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,594,393 5,442,528

信託未払金 8,899,833 9,258,929

短期借入金 7,980,372 3,969,877

未払法人税等 1,024,440 577,847

賞与引当金 59,381 351,569

その他 1,833,721 2,179,539

流動負債合計 24,392,142 21,780,291

固定負債   

長期借入金 2,309,441 5,476,207

退職給付引当金 1,857,594 1,872,248

資産除去債務 38,540 38,775

その他 1,852,946 1,922,106

固定負債合計 6,058,522 9,309,337

負債合計 30,450,665 31,089,628

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 25,663,126

自己株式 △1,031,124 △1,031,124

株主資本合計 36,462,052 37,585,739

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 48,678

為替換算調整勘定 △5,055,003 △4,565,733

その他の包括利益累計額合計 △4,990,823 △4,517,054

純資産合計 31,471,228 33,068,684

負債純資産合計 61,921,894 64,158,313



（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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 36,807,028 40,103,273

売上原価 26,448,786 28,811,356

売上総利益 10,358,241 11,291,916

販売費及び一般管理費 7,892,388 8,095,195

営業利益 2,465,853 3,196,721

営業外収益   

受取利息 30,753 30,228

受取配当金 35,526 45,278

スクラップ売却収入 58,816 49,125

その他 88,168 107,086

営業外収益合計 213,265 231,717

営業外費用   

支払利息 177,339 162,183

その他 23,623 7,391

営業外費用合計 200,963 169,575

経常利益 2,478,155 3,258,864

特別利益   

固定資産売却益 3,789 1,546

貸倒引当金戻入額 18,904 －

関係会社清算益 8,363 －

その他 467 315

特別利益合計 31,525 1,862

特別損失   

固定資産処分損 23,620 21,238

減損損失 － 84,670

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 －

特別退職金 － 39,796

その他 16,253 －

特別損失合計 91,506 145,705

税金等調整前四半期純利益 2,418,174 3,115,021

法人税、住民税及び事業税 1,211,684 1,294,045

法人税等調整額 △138,570 15,334

法人税等合計 1,073,114 1,309,379

少数株主損益調整前四半期純利益 1,345,059 1,805,641

四半期純利益 1,345,059 1,805,641



（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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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 1,345,059 1,805,641

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,509 △15,501

為替換算調整勘定 199,116 489,270

その他の包括利益合計 215,626 473,769

四半期包括利益 1,560,686 2,279,410

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,560,686 2,279,410



（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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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 2,418,174 3,115,021

減価償却費 1,125,837 1,031,338

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） 241,659 292,188

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,610 △17,914

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,534 16,006

受取利息及び受取配当金 △66,279 △75,506

支払利息 177,339 162,183

売上債権の増減額（△は増加） 1,376,853 △685,988

たな卸資産の増減額（△は増加） △408,308 △102,193

仕入債務の増減額（△は減少） △1,489,171 809,113

その他の流動負債の増減額（△は減少） △209,834 47,935

その他の固定負債の増減額（△は減少） △39,342 3,894

その他 161,618 195,329

小計 3,342,265 4,876,078

法人税等の支払額 △504,659 △1,790,245

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,837,606 3,085,832

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500,000 321,174

有価証券の取得による支出 △2,503,655 △4,000,000

有価証券の売却による収入 2,500,000 4,200,000

有形固定資産の取得による支出 △525,873 △1,183,561

無形固定資産の取得による支出 △34,756 △50,057

投資有価証券の取得による支出 △50,750 △600,048

投資有価証券の売却による収入 54,160 200,736

子会社株式の取得による支出 △55,000 △300,000

利息及び配当金の受取額 75,771 78,474

その他 73,416 38,742

投資活動によるキャッシュ・フロー 33,313 △1,294,540

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 10,070,105 12,914,766

短期借入金の返済による支出 △10,299,567 △13,044,051

長期借入れによる収入 100,000 4,430,000

長期借入金の返済による支出 △863,769 △5,155,968

配当金の支払額 △345,472 △344,483

利息の支払額 △193,690 △166,669

その他 △52,861 △98,863

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,585,256 △1,465,269

現金及び現金同等物に係る換算差額 24,097 49,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,309,761 375,905

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 16,690,699 16,620,824



該当事項はありません。 

Ⅰ 前第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） 

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３四半期連結累計期間（自 平成24年１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：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

３四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 
 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

  

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 
 31,522,356  4,583,168  3,113,881  883,866  40,103,273  －  40,103,273

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  － ( )－  －

計  31,522,356  4,583,168  3,113,881  883,866  40,103,273 ( )－  40,103,273

セグメント利益又は 
損失（△） 

 2,729,614  576,500  △126,261  16,868  3,196,721 ( )－  3,196,721

（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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