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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 4,088 7.0 2 △96.1 175 292.6 113 274.8
24年12月期第2四半期 3,820 △0.4 59 △59.5 44 △60.8 30 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 571百万円 （650.7％） 24年12月期第2四半期 76百万円 （△31.3％）

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

25年12月期第2四半期 6.60 ―
24年12月期第2四半期 1.73 ―

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 12,273 5,277 37.9
24年12月期 11,151 4,791 38.5
（参考） 自己資本 25年12月期第2四半期 4,651百万円 24年12月期 4,292百万円

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
25年12月期（予想）の期末配当金の内訳 普通配当 5円00銭 創立50周年記念配当 5円00銭

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年12月期 ― 0.00
25年12月期（予想） ― 10.00 10.00

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 8,300 4.8 100 △15.4 250 70.7 175 155.7 10.20



(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 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。
詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）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）

※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いません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と
異なる可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 18,688,540 株 24年12月期 18,688,540 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 1,539,208 株 24年12月期 1,555,663 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 17,129,614 株 24年12月期2Q 17,412,575 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における日本経済は、自民党新政権による財政・金融・成長の経済対策への期待感か

ら過度な円高が修正され、株式市場も上向き、個人消費も底堅く推移するなど景気は緩やかに回復してまいりまし

た。  

 当社グループの業績に関連の深い建築市場におきましても、東日本大震災復興特別会計を加えた政府建設投資が

増加し、住宅分野においても来年４月に予定されている消費税率の引き上げや住宅ローン金利の先高観等を背景に

新設住宅着工戸数は前年同期に比べ8.6％の増加となりました。  

 このような経済環境のもと、当社グループは総合ファスニングメーカーとして、作業性、耐久性、耐震性、そし

て環境保全に適合する付加価値の高い製品の開発・販売に取り組むとともに、生産性の向上等の収益改善活動を推

進いたしました。こうした結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比7.0％増）と増収

となりましたが、人民元高の影響により中国子会社の製造コストが膨らんだ結果、営業利益は 百万円（前年同期

比96.1％減）となりました。一方で、中国の関連会社（不動産開発）の業績が好調で物件の引渡しが進んだこと等

により経常利益は 百万円（前年同期比292.6％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期比274.8％増）と増益

となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。 

 総資産は前連結会計年度末に比べ1,122百万円増加の 百万円となりました。これは電子記録債権の増加185

百万円、たな卸資産の増加263百万円及び投資有価証券の増加441百万円が主な要因であります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ636百万円増加の 百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の増加

250百万円及び長期借入金の増加511百万円が主な要因であります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ485百万円増加の 百万円となりました。これは為替換算調整勘定の増加

274百万円及び少数株主持分の増加126百万円が主な要因であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の実績を踏まえ、今後の製造コストや中国の関連会社（不動産開発）の持分法による投

資利益の見通しを加味し、通期の連結業績予想につきまして修正を行いました。 

 詳細につきましては、本日（平成25年８月８日）公表いたしました「業績予想並びに配当予想の修正に関するお

知らせ」をご覧ください。   

    

（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 

 該当事項はありません。    

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （減価償却方法の変更） 

 当社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,088

2

175 113

12,273

6,996

5,277

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：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 971,157 1,090,688

受取手形及び売掛金 1,938,366 1,910,509

電子記録債権 721,232 906,870

商品及び製品 1,227,566 1,366,294

仕掛品 310,230 334,020

原材料及び貯蔵品 566,314 666,928

その他 459,254 525,345

貸倒引当金 △7,915 △7,262

流動資産合計 6,186,206 6,793,394

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,286,462 1,322,777

機械装置及び運搬具（純額） 954,859 989,710

土地 1,325,443 1,324,253

その他（純額） 264,351 254,336

有形固定資産合計 3,831,117 3,891,077

無形固定資産 152,439 168,707

投資その他の資産   

投資有価証券 844,710 1,285,840

その他 159,812 157,560

貸倒引当金 △22,993 △22,993

投資その他の資産合計 981,528 1,420,407

固定資産合計 4,965,084 5,480,192

資産合計 11,151,291 12,273,587
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（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 1,254,062 1,504,229

短期借入金 1,327,156 1,228,190

1年内返済予定の長期借入金 888,768 945,599

未払法人税等 20,514 23,966

賞与引当金 9,153 5,216

その他 554,928 501,422

流動負債合計 4,054,583 4,208,624

固定負債   

長期借入金 1,723,132 2,234,756

退職給付引当金 22,928 21,968

その他 559,151 531,176

固定負債合計 2,305,211 2,787,901

負債合計 6,359,795 6,996,526

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,550,000 2,550,000

資本剰余金 1,638,786 1,636,688

利益剰余金 228,647 256,017

自己株式 △231,806 △230,071

株主資本合計 4,185,627 4,212,634

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,078 49,714

繰延ヘッジ損益 － 686

土地再評価差額金 15,575 15,575

為替換算調整勘定 98,086 372,421

その他の包括利益累計額合計 106,583 438,398

少数株主持分 499,284 626,027

純資産合計 4,791,496 5,277,060

負債純資産合計 11,151,291 12,273,587
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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 3,820,468 4,088,173

売上原価 2,873,922 3,140,276

売上総利益 946,546 947,897

販売費及び一般管理費 886,791 945,553

営業利益 59,755 2,343

営業外収益   

受取利息 587 917

受取配当金 8,959 9,124

受取手数料 2,861 64,071

持分法による投資利益 － 132,692

その他 13,412 21,057

営業外収益合計 25,821 227,863

営業外費用   

支払利息 28,326 36,208

為替差損 － 9,619

その他 12,609 9,131

営業外費用合計 40,935 54,959

経常利益 44,641 175,248

特別損失   

減損損失 － 1,190

特別損失合計 － 1,190

税金等調整前四半期純利益 44,641 174,058

法人税等 14,478 15,661

少数株主損益調整前四半期純利益 30,162 158,396

少数株主利益 2 45,363

四半期純利益 30,159 113,033
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（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 30,162 158,396

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,055 56,792

繰延ヘッジ損益 △97 686

為替換算調整勘定 40,254 320,544

持分法適用会社に対する持分相当額 769 35,171

その他の包括利益合計 45,981 413,194

四半期包括利益 76,144 571,591

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 67,612 444,847

少数株主に係る四半期包括利益 8,532 126,743
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該当事項はありません。     

   

 当社は、平成25年５月９日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、普通株式 千株を

千円で取得しました。また、ストックオプションの行使により自己株式を 千株処分しました。当該取引等の結

果、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は 千円となっております。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

84 13,307

103

230,071
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