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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 57,309 ― △2,145 ― △2,315 ― △2,640 ―

20年3月期第1四半期 64,557 2.9 △207 ― △243 ― △313 ―

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

21年3月期第1四半期 △10.93 ―

20年3月期第1四半期 △1.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 258,415 99,416 38.5 411.39
20年3月期 310,957 149,330 48.0 617.95

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  99,416百万円 20年3月期  149,330百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.50 ― 6.50 13.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.50 ― 6.50 13.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 144,000 ― 1,600 ― 1,800 ― △900 ― △3.72

通期 317,000 △2.0 13,700 △13.8 14,000 △12.7 5,100 △38.0 21.10

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・平成２０年５月１２日公表の連結業績予想を修正しておりません。 
 ・上記の予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれており、実際の実績は、様々なリスク要因や不確実な要素により、 
  記載の予想数値と異なる可能性があります。 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
  指針第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  257,920,497株 20年3月期  257,920,497株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  16,261,091株 20年3月期  16,266,818株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  241,656,660株 20年3月期第1四半期  246,218,537株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期における経営環境は、国内においては、原油・原材料価格の大幅な高騰、急激な円高、米国

サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱などの影響により、企業収益が圧迫され、景気後退懸
念が高まりました。
海外においても、米国では原油・原材料価格の大幅な高騰やサブプライムローン問題により景気の減速傾

向が顕著となり、欧州においても景気の減速懸念が強まっております。
当社グループを取り巻く環境は、継続的な住宅関連主体の外部環境悪化や、建築基準法の改正に伴う建築

確認作業の混乱による新規住宅建築着工戸数の減少、予想を上回る鋼材価格の上昇など、厳しい環境が続き
ました。
このような環境下、当社グループは、第三次３ヵ年計画及び長期経営ビジョン『三和2010ビジョン』の実

現に向けて、非シャッター分野での受注拡大、メンテナンス・サービスの業容拡充、各種販売促進活動に注
力し、コスト面では、販売価格の見直しや大型物件の採算管理、労働生産性の向上、経営コストの削減に努
め、グループを挙げてこれら諸施策に取り組みました。
しかしながら、当第１四半期における連結売上高は、国内での建築基準法の改正に伴う建築確認混乱の影

響や米国での住宅市場の減速により減収となりました。利益面では、コスト削減や販売価格の見直しに努め
ましたが、減収の影響を補えず、のれん償却額の計上などもあり営業損失・経常損失・四半期純損失となり
ました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
前連結会計年度末と比較して、総資産が525億4千1百万円減少し、自己資本が499億1千4百万円減少したた

め、自己資本比率は前連結会計年度より9.5ポイント減少し、38.5%となりました。また、負債は26億2千7百
万円減少しております。主な内訳は、資産では、のれん及び売上債権の減少であり、負債では、仕入債務及
び借入金の減少であります。

キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の減少により24億2千
3百万円の資金増加となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券・投資有価証券の取得によ
る支出により7億3百万円の資金減少となり、また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支
払により3億1千5百万円の資金減少となりました。以上の結果、現金及び現金同等物四半期末残高は前連結会
計年度末に比べ、12億7千2百万円増加し、273億2千8百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
米国の住宅市場の回復が遅れる見込みであるものの、建築確認の混乱は収束に向かう見込みであり、また、

原材料高騰に見合う売価アップやグループ各社で取り組んでいるコスト再構築活動の効果などを勘案し、今
後の業績も予想どおり推移するものと見込まれるため、第２四半期累計会計期間及び通期の業績予想は、平
成20年５月12日に公表致しました業績予想を変更しておりません。

4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方式
一部の子会社において、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したも

のと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算
定しております。
②棚卸資産の評価方法
一部の子会社において、当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、

前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。
③固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方

法によっております。
④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
一部の子会社において、税金費用は税引等調整前四半期純利益に、年間見積実効税率を乗じて計算する

方法によっております。
一部の子会社において、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使
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用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を当第１四半期連結会

計期間から適用し、評価基準については、主として原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方
法)に変更しております。
これによる損益に与える影響はありません。

③在外子会社の会計処理
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成

18年５月17日)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ14億4千4百万円減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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5. 【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）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 20,559 19,688

受取手形及び売掛金 62,226 77,067

有価証券 7,531 7,528

商品 1,790 702

製品 5,558 6,999

半製品 37 31

原材料 11,746 12,296

仕掛品 28,623 20,138

その他 9,563 8,886

貸倒引当金 △1,464 △1,610

流動資産合計 146,173 151,728

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 16,586 17,347

土地 22,617 22,755

その他 13,956 14,719

有形固定資産合計 53,160 54,822

無形固定資産

のれん 2,634 48,518

その他 12,236 12,391

無形固定資産合計 14,870 60,909

投資その他の資産

投資有価証券 32,326 30,896

その他 12,401 13,125

貸倒引当金 △517 △525

投資その他の資産合計 44,211 43,496

固定資産合計 112,242 159,228

資産合計 258,415 310,957

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 40,198 43,461

短期社債 5,000 5,000

短期借入金 28,349 28,105

その他 32,439 31,419

流動負債合計 105,987 107,986

固定負債

社債 15,000 15,000

長期借入金 21,779 22,668

退職給付引当金 10,579 10,107

役員退職慰労引当金 42 875

その他 5,610 4,987

固定負債合計 53,011 53,639

負債合計 158,999 161,626

純資産の部
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株主資本

資本金 38,413 38,413

資本剰余金 39,902 39,902

利益剰余金 27,874 75,677

自己株式 △9,190 △9,191

株主資本合計 97,000 144,802

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △890 △1,743

繰延ヘッジ損益 10 △0

為替換算調整勘定 3,295 6,271

評価・換算差額等合計 2,415 4,527

純資産合計 99,416 149,330

負債純資産合計 258,415 310,957
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 57,309

売上原価 42,290

売上総利益 15,018

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 17,164

営業損失（△） △2,145

営業外収益

受取利息 79

受取配当金 160

雑収入 122

その他 78

営業外収益合計 441

営業外費用

支払利息 441

その他 169

営業外費用合計 611

経常損失（△） △2,315

特別利益

投資有価証券売却益 11

その他 0

特別利益合計 11

特別損失

子会社事業再構築費用 120

役員退職慰労金 183

その他 7

特別損失合計 311

税金等調整前四半期純損失（△） △2,614

法人税、住民税及び事業税 640

法人税等調整額 △614

法人税等合計 26

四半期純損失（△） △2,640
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20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損失（△） △2,614

減価償却費 1,309

のれん償却額 1,482

貸倒引当金の増減額（△は減少） △75

退職給付引当金の増減額（△は減少） △235

受取利息及び受取配当金 △240

支払利息 441

持分法による投資損益（△は益） 67

売上債権の増減額（△は増加） 13,222

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,101

仕入債務の増減額（△は減少） △2,579

その他 4,088

小計 5,765

利息及び配当金の受取額 244

利息の支払額 △404

法人税等の支払額 △3,181

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,752

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 1,157

固定資産の取得による支出 △1,498

貸付けによる支出 △373

貸付金の回収による収入 1,633

その他 129

投資活動によるキャッシュ・フロー △703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,662

長期借入れによる収入 723

長期借入金の返済による支出 △1,130

自己株式の増減額（△は増加） 0

配当金の支払額 △1,570

財務活動によるキャッシュ・フロー △315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,272

現金及び現金同等物の期首残高 26,056

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,328
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

ビル
商業施設
建材事業

住宅
建材事業

メンテ・
リフォーム

事業

その他
事業

計
消去又は

全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 33,742 18,132 4,441 991 57,309 ― 57,309

(2)セグメント間の内部
   売上高又は振替高

13 76 1 ― 90 (90) ―

計 33,755 18,209 4,443 991 57,400 (90) 57,309

営業費用 34,915 19,435 4,124 1,070 59,545 (90) 59,455

営業利益又は営業損失(△) △1,159 △1,226 318 △78 △2,145 ― △2,145

(注)1.製品系列を考慮し、事業区分を行っております。

   2.各事業の主な製品は以下のとおりであります。

(1) ビル商業施設建材事業……シャッター製品、シャッター関連製品、ビル用ドア製品、間仕切製品、ステンレ
ス製品、フロント製品、荷役設備製品等

(2) 住宅建材事業………………窓製品、住宅用ドア製品、エクステリア製品、住宅用ガレージドア製品等
(3) メンテ・リフォーム事業…メンテナンスサービス事業、リフォーム事業
(4) その他事業…………………車両用ドア製品

   3.当第１四半期連結累計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用

しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の営業利益は「ビル商

業施設建材事業」については6億9百万円減少し、「住宅建材事業」については7億5千8百万円減少し、「メンテ・リ

フォーム事業」については1千6百万円減少し、「その他事業」については6千万円減少しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

主に「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用により、在外子
会社ののれん償却を実施したため、利益剰余金が450億3千5百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末に
おいて、利益剰余金が278億7千4百万円となりました。
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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

科 目

前年同四半期

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

金 額（百万円）

Ⅰ 売上高 64,557

Ⅱ 売上原価 48,366

　 売上総利益 16,191

Ⅲ 販売費及び一般管理費 16,398

　 営業損失 △207

Ⅳ 営業外収益 531

Ⅴ 営業外費用 567

　 経常損失 △243

Ⅵ 特別利益 5

Ⅶ 特別損失 47

　 税金等調整前四半期純損失 △285

　 法人税・住民税及び事業税 439

　 法人税等調整額 △393

　 少数株主損失 △17

　 四半期純損失 △313
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

区 分 金 額（百万円）

Ⅰ 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損失(△) △285

　 減価償却費 1,407

　 引当金の増加額 1,269

　 持分法による投資損益 △35

　 売上債権の減少額 16,159

　 棚卸資産の増加額(△) △11,565

　 仕入債務の減少額(△) △4,091

　 その他 4,334

　 小 計 7,192

　 法人税等の支払額 △3,115

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,076

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有価証券・投資有価証券の取得・売却 △75

　 固定資産の取得による支出 △1,546

　 貸付による支出・回収 △109

　 その他 219

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,511

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 借入金の純増減 △1,553

　 自己株式の取得・処分 311

　 配当金の支払額 △1,598

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,841

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額(△) △273

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 20,948

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 20,674
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(3) セグメント情報
事業の種類別セグメント情報
前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

ビル
商業施設
建材事業

住宅
建材事業

メンテ・
リフォー

ム
事業

その他
事業

計
消去又は

全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 35,217 23,529 4,288 1,522 64,557 ─ 64,557

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

42 50 8 ─ 100 (100) ─

計 35,259 23,579 4,296 1,522 64,658 (100) 64,557

営業費用 35,735 23,623 4,082 1,424 64,865 (100) 64,765

営業利益又は営業損失(△) △476 △43 213 98 △207 ─ △207
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