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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6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2四半期 28,207 9.1 2,586 47.2 2,683 48.6 1,471 52.9
24年12月期第2四半期 25,863 9.5 1,757 25.8 1,805 26.8 962 23.3

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 4,851百万円 （94.3％） 24年12月期第2四半期 2,496百万円 （83.8％）

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2四半期 28.05 ―
24年12月期第2四半期 18.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 70,692 38,688 54.7
24年12月期 65,767 34,256 52.1
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  38,688百万円 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  ：  有   

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  ：  有   

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2Q 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2Q 2,832,799 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2Q 52,457,910 株 24年12月期2Q 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２四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年６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行するなど、景気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、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、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２四半期連結累計期間における売上高は、282億７百万円（前年同期比9.1％増）、営業利益

は25億８千６百万円（前年同期比47.2％増）、経常利益は26億８千３百万円（前年同期比48.6％増）、四半期純利

益は14億７千１百万円（前年同期比52.9％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220億５千５百万円（前年同期比9.1％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、22億６千３百万円（前年同期比

52.6％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33億円

（前年同期比11.2％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、４億７千万円（前年同期比35.9％

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、旅行会社等への個別営業を強化し、新規顧

客の獲得に努めた結果、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、22億１千１百万円（前年同期比12.0％増）となりました。 

営業損益は販売促進等による経費の増加や為替換算の影響から、２億８百万円の損失（前年同期は１億４

千８百万円の営業損失）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６億４千万円（前年同期比9.0％減）とな

り、営業利益は６千万円（前年同期比21.0％減）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 

本日付で平成25年12月期通期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、「平成25年12月期通期

連結業績予想の修正ならびに剰余金の配当（中間配当）および期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下

さい。 

   

   

（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２四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２四半期連結累計期間 
自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日 

当第２四半期連結累計期間 
自 平成25年１月１日 
至 平成25年６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  3,075  11.9  3,636  12.9  18.3

土木製品  2,471  9.6  2,649  9.4  7.2

構造機材製品  8,616  33.3  9,324  33.1  8.2

建材商品  6,053  23.4  6,445  22.8  6.5

小 計  20,216  78.2  22,055  78.2  9.1

自動車関連製品事業  2,968  11.5  3,300  11.7  11.2

ホテル事業  1,974  7.6  2,211  7.8  12.0

その他の事業  703  2.7  640  2.3  △9.0

合 計  25,863  100.0  28,207  100.0  9.1

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２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,334,878 17,870,852

受取手形及び売掛金 19,317,833 18,747,668

商品及び製品 2,702,096 3,297,182

仕掛品 687,027 850,128

原材料及び貯蔵品 1,396,175 1,460,026

その他 854,582 955,938

貸倒引当金 △33,658 △125,437

流動資産合計 42,258,936 43,056,358

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,884,581 9,886,897

機械装置及び運搬具（純額） 1,831,689 1,878,202

土地 3,713,260 4,115,919

その他（純額） 2,420,555 3,817,708

有形固定資産合計 16,850,087 19,698,728

無形固定資産   

のれん 476,389 543,199

その他 371,781 425,487

無形固定資産合計 848,171 968,687

投資その他の資産   

投資有価証券 3,814,411 4,746,409

その他 2,394,543 2,408,160

貸倒引当金 △402,152 △192,895

投資その他の資産合計 5,806,801 6,961,673

固定資産合計 23,505,060 27,629,089

繰延資産   

開業費 3,620 7,016

繰延資産合計 3,620 7,016

資産合計 65,767,618 70,692,464



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,254,084 6,123,676

信託未払金 9,934,266 9,269,024

短期借入金 5,026,583 3,664,174

未払法人税等 1,094,742 1,023,133

賞与引当金 60,131 77,531

その他 1,901,708 2,202,301

流動負債合計 23,271,517 22,359,841

固定負債   

長期借入金 4,488,368 5,676,800

退職給付引当金 1,878,602 1,913,293

資産除去債務 38,853 39,012

その他 1,833,557 2,015,008

固定負債合計 8,239,381 9,644,114

負債合計 31,510,899 32,003,956

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 27,647,343

自己株式 △1,031,173 △1,031,289

株主資本合計 38,518,044 39,569,792

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 210,406 596,824

為替換算調整勘定 △4,471,732 △1,478,108

その他の包括利益累計額合計 △4,261,325 △881,284

純資産合計 34,256,719 38,688,507

負債純資産合計 65,767,618 70,692,464



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 25,863,536 28,207,609

売上原価 18,769,878 20,239,884

売上総利益 7,093,658 7,967,725

販売費及び一般管理費 5,336,435 5,381,258

営業利益 1,757,223 2,586,466

営業外収益   

受取利息 20,265 20,453

受取配当金 28,493 30,148

貸倒引当金戻入額 3,512 45,006

その他 115,547 111,183

営業外収益合計 167,819 206,792

営業外費用   

支払利息 113,158 95,173

その他 6,516 14,672

営業外費用合計 119,675 109,846

経常利益 1,805,366 2,683,412

特別利益   

固定資産売却益 1,522 2,282

その他 315 －

特別利益合計 1,838 2,282

特別損失   

固定資産処分損 13,828 5,720

減損損失 84,670 －

関係会社株式評価損 － 12,529

その他 － 400

特別損失合計 98,498 18,650

税金等調整前四半期純利益 1,708,705 2,667,045

法人税、住民税及び事業税 737,389 1,231,742

法人税等調整額 8,930 △36,224

法人税等合計 746,320 1,195,518

少数株主損益調整前四半期純利益 962,385 1,471,527

四半期純利益 962,385 1,471,527



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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 962,385 1,471,527

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 30,138 386,417

為替換算調整勘定 1,504,102 2,993,623

その他の包括利益合計 1,534,240 3,380,041

四半期包括利益 2,496,626 4,851,568

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,496,626 4,851,568



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６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 1,708,705 2,667,045

減価償却費 724,899 612,207

減損損失 84,670 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,138 17,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,795 △16,327

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,131 27,925

受取利息及び受取配当金 △48,759 △50,602

支払利息 113,158 95,173

関係会社株式評価損 － 12,529

売上債権の増減額（△は増加） 557,089 908,511

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,116 △459,340

仕入債務の増減額（△は減少） 215,342 △154,762

その他の流動負債の増減額（△は減少） 273,889 308,049

その他の固定負債の増減額（△は減少） △476 11,162

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,261 △15,001

その他 113,167 △32,930

小計 3,711,043 3,931,038

法人税等の支払額 △1,162,632 △1,283,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,548,411 2,647,728

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 △2,000,000

有価証券の売却による収入 2,200,000 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △511,211 △1,177,435

無形固定資産の取得による支出 △21,127 △47,029

投資有価証券の取得による支出 △600,047 △348,986

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 △266,474 △365,341

保険積立金の払戻による収入 310,517 232,500

利息及び配当金の受取額 49,532 47,141

その他 36,884 43,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △601,926 △1,815,829

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 8,569,170 6,666,085

短期借入金の返済による支出 △8,723,741 △6,984,607

長期借入れによる収入 4,430,000 1,250,000

長期借入金の返済による支出 △5,046,425 △1,134,100

配当金の支払額 △315,078 △419,464

利息の支払額 △124,710 △110,388

その他 △67,326 △63,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,278,110 △796,431

現金及び現金同等物に係る換算差額 220,628 494,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 889,002 529,490

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 17,133,921 17,825,397



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６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

２四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２四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年６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 
 20,216,811  2,968,112  1,974,993  703,619  25,863,536  －  25,863,536

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  － ( )－  －

計  20,216,811  2,968,112  1,974,993  703,619  25,863,536 ( )－  25,863,536

セグメント利益又は 
損失（△） 

 1,483,285  346,399  △148,803  76,342  1,757,223 ( )－  1,757,223

  

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 
 22,055,991  3,300,538  2,211,052  640,027  28,207,609  －  28,207,609

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  478  －  478 ( )478  －

計  22,055,991  3,300,538  2,211,531  640,027  28,208,088 ( )478  28,207,609

セグメント利益又は 
損失（△） 

 2,263,902  470,631  △208,355  60,288  2,586,466 ( )－  2,586,466
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