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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第1四半期 13,093 5.0 1,050 44.9 1,100 42.3 630 43.3
24年12月期第1四半期 12,467 6.5 724 △4.3 773 △2.8 440 1.4

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 2,549百万円 （203.0％） 24年12月期第1四半期 841百万円 （200.2％）

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12月期第1四半期 12.02 ―
24年12月期第1四半期 8.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 67,329 36,386 54.0
24年12月期 65,767 34,256 52.1
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  36,386百万円 24年12月期  34,256百万円

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

24年12月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 8.00 ― 8.00 16.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年1月1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 27,620 6.8 2,060 17.2 2,050 13.6 1,150 19.5 21.92
通期 59,500 8.2 5,300 11.4 5,250 8.1 2,990 9.2 57.00



(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 

（注）詳細は、添付資料３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」をご覧下さい。 

(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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 55,290,632 株 24年12月期 55,290,632 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 2,832,675 株 24年12月期 2,832,675 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 52,457,957 株 24年12月期1Q 52,458,056 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25年１月１日～平成25年３月31日）におけるわが国経済は、新政権の経済政

策への期待感により円高修正・株価回復の動きが見られたものの、欧州債務問題の長期化や新興国経済の成長鈍化

により、依然として先行き不透明な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、公共投資が震災復興関連予算の執行等により

堅調に推移したものの、人手不足による工事着工の遅れなどから、全体として盛り上がりに欠ける動きとなりまし

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事業において、タブレット端末を利用した

営業員の情報武装化等により営業の顧客対応力・機動力を強化するとともに、時代のニーズに適合した「耐震」、

「省力化」製品・工法の品ぞろえの充実と安定的な供給に注力してまいりました。 

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、130億９千３百万円（前年同期比5.0％増）、営業

利益は10億５千万円（前年同期比44.9％増）、経常利益は11億円（前年同期比42.3％増）、四半期純利益は６億３

千万円（前年同期比43.3％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 

インサート・スペーサー製品を中心とする岡部インダストリー株式会社製品の拡販により仮設・型枠製品

の販売が好調に推移したことに加え、耐震関連製品の需要取り込みにより構造機材製品の販売が伸長した結

果、売上高は103億３千万円（前年同期比7.8％増）となりました。 

営業利益は高付加価値製品の売上構成比が増加したことなどにより、９億１千４百万円（前年同期比

68.3％増）となりました。 

② 自動車関連製品事業 

トラック・トレイラー向けボルトナット類の販売が競合他社との価格競争激化から伸び悩んだことなどに

より、売上高は14億２千５百万円（前年同期比2.8％減）となりました。 

営業利益はバッテリー部品の生産・物流コスト削減に注力した結果、１億９千７百万円（前年同期比

14.1％増）となりました。 

③ ホテル事業 

観光客の伸び悩みによりホテル間でのシェア争いが激化するなど市場環境は悪化いたしましたが、各種営

業施策を積極的に実施したことにより、売上高は現地通貨ベースでは微減にとどまり、また、円安による為替

換算レートの影響から、10億８千万円（前年同期比4.6％増）となりました。 

営業損益は販売促進等による経費が増加し、７千万円の損失（前年同期は５千６百万円の営業損失）とな

りました。 

④ その他の事業 

海洋事業において大型案件が減少したことなどにより、売上高は２億５千６百万円（前年同期比33.5％

減）となり、営業利益は８百万円（前年同期比86.6％減）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25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25年２月13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 

（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） 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

   

(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24年１月１日 
至 平成24年３月31日 

当第１四半期連結累計期間 
自 平成25年１月１日 
至 平成25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  1,466  11.7  1,710  13.0  16.6

土木製品  1,296  10.4  1,344  10.3  3.7

構造機材製品  3,815  30.6  4,125  31.5  8.1

建材商品  3,002  24.1  3,151  24.1  4.9

小 計  9,581  76.8  10,330  78.9  7.8

自動車関連製品事業  1,466  11.8  1,425  10.9  △2.8

ホテル事業  1,033  8.3  1,080  8.2  4.6

その他の事業  386  3.1  256  2.0  △33.5

合 計  12,467  100.0  13,093  100.0  5.0

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24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,334,878 17,115,329

受取手形及び売掛金 19,317,833 18,078,143

商品及び製品 2,702,096 3,248,319

仕掛品 687,027 772,395

原材料及び貯蔵品 1,396,175 1,581,396

その他 854,582 919,403

貸倒引当金 △33,658 △117,725

流動資産合計 42,258,936 41,597,262

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,884,581 9,503,790

機械装置及び運搬具（純額） 1,831,689 1,887,990

土地 3,713,260 3,959,837

その他（純額） 2,420,555 2,614,328

有形固定資産合計 16,850,087 17,965,947

無形固定資産   

のれん 476,389 522,726

その他 371,781 382,516

無形固定資産合計 848,171 905,243

投資その他の資産   

投資有価証券 3,814,411 4,455,504

その他 2,394,543 2,673,934

貸倒引当金 △402,152 △275,259

投資その他の資産合計 5,806,801 6,854,179

固定資産合計 23,505,060 25,725,369

繰延資産   

開業費 3,620 6,397

繰延資産合計 3,620 6,397

資産合計 65,767,618 67,329,028



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,254,084 5,428,815

信託未払金 9,934,266 9,402,747

短期借入金 5,026,583 4,049,635

未払法人税等 1,094,742 408,774

賞与引当金 60,131 237,215

その他 1,901,708 2,045,611

流動負債合計 23,271,517 21,572,799

固定負債   

長期借入金 4,488,368 5,501,200

退職給付引当金 1,878,602 1,885,308

資産除去債務 38,853 38,932

その他 1,833,557 1,944,427

固定負債合計 8,239,381 9,369,868

負債合計 31,510,899 30,942,668

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 26,595,480 26,806,402

自己株式 △1,031,173 △1,031,173

株主資本合計 38,518,044 38,728,967

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 210,406 408,001

為替換算調整勘定 △4,471,732 △2,750,607

その他の包括利益累計額合計 △4,261,325 △2,342,606

純資産合計 34,256,719 36,386,360

負債純資産合計 65,767,618 67,329,028



（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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 12,467,188 13,093,526

売上原価 9,149,982 9,515,868

売上総利益 3,317,206 3,577,657

販売費及び一般管理費 2,592,387 2,527,579

営業利益 724,819 1,050,077

営業外収益   

受取利息 10,226 9,598

受取配当金 10,218 10,972

貸倒引当金戻入額 10,001 42,173

その他 78,818 49,866

営業外収益合計 109,265 112,610

営業外費用   

支払利息 60,130 48,645

その他 828 13,691

営業外費用合計 60,958 62,337

経常利益 773,125 1,100,351

特別利益   

会員権売却益 285 －

その他 130 －

特別利益合計 415 －

特別損失   

固定資産処分損 11,784 2,044

関係会社株式評価損 － 12,529

その他 － 100

特別損失合計 11,784 14,673

税金等調整前四半期純利益 761,757 1,085,677

法人税、住民税及び事業税 328,603 455,165

法人税等調整額 △6,909 △74

法人税等合計 321,694 455,091

少数株主損益調整前四半期純利益 440,063 630,586

四半期純利益 440,063 630,586



（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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 440,063 630,586

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 143,993 197,594

為替換算調整勘定 257,241 1,721,124

その他の包括利益合計 401,234 1,918,718

四半期包括利益 841,297 2,549,305

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 841,297 2,549,305



（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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25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 761,757 1,085,677

減価償却費 360,060 291,435

賞与引当金の増減額（△は減少） 174,624 177,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,870 △42,826

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,155 1,847

受取利息及び受取配当金 △20,445 △20,570

支払利息 60,130 48,645

関係会社株式評価損 － 12,529

売上債権の増減額（△は増加） 812,709 1,440,653

たな卸資産の増減額（△は増加） △412,599 △606,234

仕入債務の増減額（△は減少） 508,609 △2,254

その他の流動負債の増減額（△は減少） △127,214 △252,392

その他の固定負債の増減額（△は減少） △6,605 3,228

その他 132,876 △31,159

小計 2,227,187 2,105,662

法人税等の支払額 △1,025,276 △1,158,495

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,201,911 947,167

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △200,000

有価証券の取得による支出 △2,000,000 △1,000,000

有価証券の売却による収入 2,000,000 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △163,180 △629,249

無形固定資産の取得による支出 △3,201 △2,394

投資有価証券の取得による支出 △400,000 △349,036

投資有価証券の売却による収入 200,000 －

保険積立金の積立による支出 △9,818 △215,385

利息及び配当金の受取額 21,527 22,220

その他 23,943 25,840

投資活動によるキャッシュ・フロー △330,728 △1,348,005

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 4,983,203 2,419,099

短期借入金の返済による支出 △4,820,000 △2,349,324

長期借入れによる収入 － 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △108,137 △1,100,763

配当金の支払額 △26,580 △33,804

利息の支払額 △49,604 △40,015

その他 △35,345 △31,976

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,464 △86,786

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,868 264,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 785,850 △223,534

現金及び現金同等物の期首残高 16,244,919 17,295,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,030,769 17,072,371



該当事項はありません。 

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。 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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 
 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

  

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 
 10,330,749  1,425,260  1,080,607  256,909  13,093,526  －  13,093,526

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  － ( )－  －

計  10,330,749  1,425,260  1,080,607  256,909  13,093,526 ( )－  13,093,526

セグメント利益又は 
損失（△） 

 914,245  197,704  △70,612  8,739  1,050,077 ( )－  1,050,077
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