
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

  
  

 

     

  
  

 

     

  
  

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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 ％

26年３月期第１四半期 7,178 24.2 868 93.8 855 90.1 537 86.9
25年３月期第１四半期 5,778 6.5 447 15.4 449 14.4 287 23.9

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 643百万円( 145.3％) 25年３月期第１四半期 262百万円( 20.3％)

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

26年３月期第１四半期 29.37 ―
25年３月期第１四半期 15.71 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 22,562 16,287 72.2
25年３月期 22,252 15,764 70.8

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 16,287百万円 25年３月期 15,764百万円

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

25年３月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 9.00 ― 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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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

第２四半期(累計) 12,500 9.1 1,050 15.5 1,040 14.0 670 14.9 36.60
通期 25,500 10.3 2,300 26.0 2,250 24.3 1,450 6.2 79.21

(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）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
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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、四半期決算短信（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) 26年３月期１Ｑ 18,399,566株 25年３月期 18,399,566株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 94,396株 25年３月期 94,246株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 18,305,195株 25年３月期１Ｑ 18,305,387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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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) 経営成績に関する説明 

当第 1 四半期の日本経済は、大規模金融緩和による円高･株安修正を契機に長引くデフレから反転

の兆しが鮮明となり、設備投資･個人消費も上昇に転じるなど、自律的な回復傾向が続きました。当

社グループ関連の建設･機械設備市況は、財政出動に伴う堅調な公共投資や震災復興需要に加えて民

間設備投資も好転したことで、おおむね上昇基調で推移しました。 

このような状況のもと当社グループの売上高は、内装･マテハンシステム事業が一部商品アイテム

で需要減退が続いたため減少しました。一方で、構造システム事業が鉄骨造建設需要の拡大で好調に

推移し、また、同事業の収益管理体制改革に伴って、工事完成までの収益・原価の見積精度が向上し

工事進行基準の適用が全物件に拡大したこともあり、全体では前年同期を上回る結果となりました。 

利益面では、内装システム事業で採算性の高い半導体関連商品が減少し、マテハンシステム事業で

も価格競争が想定以上に熾烈化したことにより、両セグメントで営業赤字計上を余儀無くされました。

しかし、構造システム事業の売上高の大幅な増加が奏功し、全体としては前年同期を上回る結果とな

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＞ 

前期後半より大幅な減少が続いた電算室用フロアは、データーセンター向け投資需要が回復し前年

同期並みを確保しました。しかし、クリーンルーム用フロアが当四半期に入って国内半導体･デジタル

家電関連の投資需要がさらに低下し、オフィス用フロアも新規ビル着工が減少のもと採算重視で受注

を精選したことにより、いずれも前年同期比で大幅に減少しました。 

＜構造システム＞ 

  鉄骨柱脚工法は、大型店舗･物流倉庫などの活発な鉄骨造建設需要を背景として大幅に増加しました。

低迷が続いた鉄骨梁貫通孔補強工法は、超高層ビルの建設需要が回復したことで堅調に推移しました。 

また、屋上システムについては、太陽光発電システムが大幅に増加しました。 

 ＜マテハンシステム＞ 

国内においては、鉄鋼･エスカレータ用や伝動用ローラーチェンが堅調だったものの、官庁向けに加

えて民間製造分野における本システム関連の設備投資が十分な回復を見せず、一般産業用チェンが総

じて伸び悩んだため、売上高は前年同期を下回りました。一方、海外事業については、本邦よりの輸

出および米国事業ともに一般産業機械用を中心として堅調に推移しました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第１四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 310 百万円

増加し 22,562 百万円となりました。流動資産は、同 445 百万円増加しましたが、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）、受取手形及び売掛金等が増加した一方

で、たな卸資産が減少したことによるものです。また、固定資産は、同 135 百万円減少しました。 
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負債は、同 213 百万円減少の 6,275 百万円となりました。これは退職給付に係る負債（前連結会計

年度末は退職給付引当金）等の減少が主な要因であります。 

純資産合計は同 523 百万円増加の 16,287 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。 

 

 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

今後の建設･設備市況は、民間設備投資が増加し公共投資も拡大基調が続くなど、経済政策効果が金

融面から実体経済へと波及する期待が高まっております。 

当社グループにとりましては、構造システム事業は堅調な伸びが期待できるものの、内装･マテハン

システム事業の一部で復活の兆しが乏しく今後へ向けた懸念材料といえます。 

このため、平成 26 年 3 月期（平成 25 年 4 月 1日～平成 26 年 3月 31 日）の連結業績予想について

は、本年 4月 24 日の平成 25 年 3月期決算短信において公表しました予想数値に変更はありません。 

当社グループとしましては、2015 中期経営計画でのアクションプランの実践とフォロー･アップを

通じて、顧客･市場ニーズに最適な高付加価値商品を開発･拡販し、トータル･コストダウンをさらに強

化していくことで、所期の業績目標達成を図ってまいります。 

 

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 

（会計方針の変更） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計

基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平

成 24 年５月 17 日。）が平成 25 年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることにな

ったことに伴い、当第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年

金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差

異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしました。また、退職給付債務及び勤務

費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更

いたしました。 
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退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、

当第１四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付 

に係る負債として計上したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計 

額に加減しております。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余 

金に加減しております。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首のその他の包括利益累計額が 171 百万円減少し、利益

剰余金が 216 百万円増加しております。なお、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

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。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 51 28

受取手形及び売掛金 5,051 6,014

商品及び製品 998 993

仕掛品 1,084 1,291

未成工事支出金 1,486 495

原材料及び貯蔵品 366 347

関係会社短期貸付金 6,466 6,709

その他 588 664

貸倒引当金 △13 △15

流動資産合計 16,081 16,527

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,737 3,738

その他（純額） 958 918

有形固定資産合計 4,695 4,656

無形固定資産   

のれん 46 －

その他 209 204

無形固定資産合計 255 204

投資その他の資産   

その他 1,243 1,197

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 1,219 1,174

固定資産合計 6,171 6,035

資産合計 22,252 22,562

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,093 3,177

短期借入金 211 157

未払法人税等 129 342

引当金 6 11

その他 1,317 1,003

流動負債合計 4,757 4,692

固定負債   

退職給付引当金 1,400 －

役員退職慰労引当金 14 6

退職給付に係る負債 － 1,248

環境対策引当金 93 93

資産除去債務 17 17

その他 205 217

固定負債合計 1,731 1,582

負債合計 6,488 6,275
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（単位：百万円未満切捨て）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６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 7,451 8,041

自己株式 △38 △38

株主資本合計 15,726 16,315

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8 8

為替換算調整勘定 29 89

退職給付に係る調整累計額 － △127

その他の包括利益累計額合計 37 △28

純資産合計 15,764 16,287

負債純資産合計 22,252 22,562
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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１四半期連結累計期間 

（単位：百万円未満切捨て）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,778 7,178

売上原価 4,385 5,308

売上総利益 1,393 1,870

販売費及び一般管理費   

給料 424 448

退職給付引当金繰入額 30 －

退職給付費用 － 31

減価償却費 68 70

その他 421 451

販売費及び一般管理費合計 945 1,002

営業利益 447 868

営業外収益   

受取利息 6 6

為替差益 6 －

その他 2 2

営業外収益合計 15 9

営業外費用   

支払利息 1 1

売上割引 2 4

手形流動化手数料 1 1

支払補償費 7 13

その他 0 1

営業外費用合計 13 22

経常利益 449 855

税金等調整前四半期純利益 449 855

法人税、住民税及び事業税 160 323

法人税等調整額 1 △5

法人税等合計 162 317

少数株主損益調整前四半期純利益 287 537

少数株主利益 － －

四半期純利益 287 537
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 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：百万円未満切捨て)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 287 537

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 0

為替換算調整勘定 △26 60

退職給付に係る調整額 － 44

その他の包括利益合計 △25 106

四半期包括利益 262 643

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 262 643

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（3)　四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記)

　当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日　至 平成25年６月30日）
　　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日　至 平成25年６月30日）
　　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日　至 平成24年６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１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日　至 平成25年６月30日）

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

1,723 2,271 1,783 5,778

－ － － －

計 1,723 2,271 1,783 5,778

32 313 101 447

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

セグメント利益又は損失（△）
（注）セグメント利益又は損失の合計額は、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
　会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更
したことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。なお、
この変更による当第１四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。

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

1,195 4,340 1,642 7,178

868△ 9 884 △ 7

7,178

－ － － －

計 1,195 4,340 1,642
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