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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第3四半期 44,667 11.4 4,371 36.7 4,537 39.2 2,579 42.9
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

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 7,652百万円 （235.7％） 24年12月期第3四半期 2,279百万円 （46.1％）

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3四半期 49.18 ―
24年12月期第3四半期 34.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 73,688 41,017 55.7
24年12月期 65,767 34,256 52.1
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  41,017百万円 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 ― 9.00 ―
25年12月期（予想） 9.00 18.00

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、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 61,000 11.0 5,850 22.9 5,900 21.5 3,250 18.7 61.95



(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3Q 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3Q 2,832,871 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3Q 52,457,865 株 24年12月期3Q 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３四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、新政権の経済政

策への期待感から円安株高が進み、輸出環境が好転するなど、回復の兆しが見られたものの、欧州債務問題の長期

化や新興国経済の成長鈍化による影響が懸念されるなど、先行きは依然として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、人手不足による工事着工の遅れなど懸念材料

はあるものの、新設住宅着工戸数が伸長するなど、全体として底堅く推移いたしました。 

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、キャンペーンの実施や提案

型営業の強化に努めるとともに、工期の短縮や現場作業の省力化に資する高付加価値製品の拡販に注力してまいり

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、446億６千７百万円（前年同期比11.4％増）、営業

利益は43億７千１百万円（前年同期比36.7％増）、経常利益は45億３千７百万円（前年同期比39.2％増）、四半期

純利益は25億７千９百万円（前年同期比42.9％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347億４千９百万円（前年同期比10.2％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、36億９千４百万円（前年同期比

35.4％増）となりました。 

② 自動車関連製品事業 

米国経済の緩やかな回復に伴い、バッテリー部品の需要が堅調に推移したことにより、売上高は53億２千

１百万円（前年同期比16.1％増）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、７億４千８百万円（前年同期比

29.8％増）となりました。 

③ ホテル事業 

宿泊需要の低迷によりホテル間のシェア争いが激化するなか、客室稼働率の向上に努めた結果、36億７千

７百万円（前年同期比18.1％増）となりました。 

営業損益は前年より改善したものの黒字転換には至らず、１億１百万円の損失（前年同期は１億２千６百

万円の営業損失）となりました。 

④ その他の事業 

売上高は９億１千９百万円（前年同期比4.0％増）となり、営業利益は３千万円（前年同期比80.0％増）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25年12月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年７月26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、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３四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。 

  

前第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 

当第３四半期連結累計期間 
自 平成25年１月１日 
至 平成25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  4,751  11.8  5,608  12.6  18.0

土木製品  3,878  9.7  4,247  9.5  9.5

構造機材製品  13,681  34.1  14,965  33.5  9.4

建材商品  9,210  23.0  9,927  22.2  7.8

小 計  31,522  78.6  34,749  77.8  10.2

自動車関連製品事業  4,583  11.4  5,321  11.9  16.1

ホテル事業  3,113  7.8  3,677  8.2  18.1

その他の事業  883  2.2  919  2.1  4.0

合 計  40,103  100.0  44,667  100.0  11.4

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３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,334,878 18,233,557

受取手形及び売掛金 19,317,833 19,899,446

商品及び製品 2,702,096 3,187,898

仕掛品 687,027 856,915

原材料及び貯蔵品 1,396,175 1,485,256

その他 854,582 851,905

貸倒引当金 △33,658 △139,344

流動資産合計 42,258,936 44,375,636

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,884,581 10,667,804

機械装置及び運搬具（純額） 1,831,689 1,973,640

土地 3,713,260 4,179,281

その他（純額） 2,420,555 3,588,606

有形固定資産合計 16,850,087 20,409,332

無形固定資産   

のれん 476,389 555,883

その他 371,781 530,005

無形固定資産合計 848,171 1,085,889

投資その他の資産   

投資有価証券 3,814,411 6,604,462

その他 2,394,543 1,387,279

貸倒引当金 △402,152 △184,687

投資その他の資産合計 5,806,801 7,807,053

固定資産合計 23,505,060 29,302,275

繰延資産   

開業費 3,620 10,176

繰延資産合計 3,620 10,176

資産合計 65,767,618 73,688,088



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,254,084 5,924,266

信託未払金 9,934,266 9,401,735

短期借入金 5,026,583 3,653,435

未払法人税等 1,094,742 747,755

賞与引当金 60,131 453,815

その他 1,901,708 2,578,880

流動負債合計 23,271,517 22,759,888

固定負債   

長期借入金 4,488,368 5,716,400

退職給付引当金 1,878,602 1,857,408

資産除去債務 38,853 39,092

その他 1,833,557 2,298,111

固定負債合計 8,239,381 9,911,012

負債合計 31,510,899 32,670,900

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 28,283,583

自己株式 △1,031,173 △1,031,361

株主資本合計 38,518,044 40,205,960

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 1,674,577

為替換算調整勘定 △4,471,732 △863,349

その他の包括利益累計額合計 △4,261,325 811,227

純資産合計 34,256,719 41,017,187

負債純資産合計 65,767,618 73,688,088



（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 40,103,273 44,667,530

売上原価 28,811,356 31,963,192

売上総利益 11,291,916 12,704,337

販売費及び一般管理費 8,095,195 8,333,034

営業利益 3,196,721 4,371,303

営業外収益   

受取利息 30,228 30,526

受取配当金 45,278 56,336

その他 156,211 235,671

営業外収益合計 231,717 322,534

営業外費用   

支払利息 162,183 140,619

その他 7,391 15,674

営業外費用合計 169,575 156,294

経常利益 3,258,864 4,537,542

特別利益   

固定資産売却益 1,546 2,284

その他 315 －

特別利益合計 1,862 2,284

特別損失   

固定資産処分損 21,238 7,812

減損損失 84,670 －

特別退職金 39,796 45,247

その他 － 12,944

特別損失合計 145,705 66,004

税金等調整前四半期純利益 3,115,021 4,473,822

法人税、住民税及び事業税 1,294,045 1,922,569

法人税等調整額 15,334 △28,634

法人税等合計 1,309,379 1,893,934

少数株主損益調整前四半期純利益 1,805,641 2,579,888

四半期純利益 1,805,641 2,579,888



（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,805,641 2,579,888

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,501 1,464,170

為替換算調整勘定 489,270 3,608,382

その他の包括利益合計 473,769 5,072,553

四半期包括利益 2,279,410 7,652,441

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,279,410 7,652,441



（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25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 3,115,021 4,473,822

減価償却費 1,031,338 944,644

減損損失 84,670 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 292,188 393,684

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,914 △10,628

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,006 △30,625

受取利息及び受取配当金 △75,506 △86,862

支払利息 162,183 140,619

関係会社株式評価損 － 12,529

売上債権の増減額（△は増加） △685,988 △135,625

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,193 △290,207

仕入債務の増減額（△は減少） 809,113 34,517

その他の流動負債の増減額（△は減少） 47,935 42,256

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3,894 15,091

その他 195,329 23,245

小計 4,876,078 5,526,462

法人税等の支払額 △1,790,245 △2,200,178

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,085,832 3,326,284

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 － △700,000

定期預金の払戻による収入 321,174 500,224

有価証券の取得による支出 △4,000,000 △4,000,000

有価証券の売却による収入 4,200,000 4,000,000

有形固定資産の取得による支出 △1,183,561 △1,940,895

無形固定資産の取得による支出 △50,057 △159,759

投資有価証券の取得による支出 △600,048 △548,841

投資有価証券の売却による収入 200,736 －

保険積立金の積立による支出 △283,305 △372,548

保険積立金の払戻による収入 310,517 232,500

子会社株式の取得による支出 △300,000 －

利息及び配当金の受取額 78,474 91,116

その他 11,530 40,679

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,294,540 △2,857,523

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 12,914,766 9,019,748

短期借入金の返済による支出 △13,044,051 △9,377,955

長期借入れによる収入 4,430,000 2,350,000

長期借入金の返済による支出 △5,155,968 △2,171,165

配当金の支払額 △344,483 △454,458

利息の支払額 △166,669 △148,856

その他 △98,863 △98,863

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,465,269 △881,550

現金及び現金同等物に係る換算差額 49,883 604,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 375,905 191,425

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 16,620,824 17,487,332



該当事項はありません。 

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。 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25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。 

（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 
 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

  

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 
 34,749,026  5,321,829  3,677,660  919,013  44,667,530  －  44,667,530

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  873  －  873 ( )873  －

計  34,749,026  5,321,829  3,678,534  919,013  44,668,403 ( )873  44,667,530

セグメント利益又は 
損失（△） 

 3,694,639  748,200  △101,885  30,349  4,371,303 ( )－  4,371,303
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