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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 5,181 ― 211 ― 272 ― 155 ―

20年3月期第2四半期 5,628 1.8 282 7.9 301 4.4 161 5.9

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2四半期 32.42 ―

20年3月期第2四半期 33.71 ―

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2四半期 9,388 6,642 70.8 1,384.44
20年3月期 10,025 6,615 66.0 1,378.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,642百万円 20年3月期  6,615百万円

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 ― 15.00 ― 25.00 40.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 11,800 △2.4 700 △9.6 760 △5.7 420 △4.0 87.53

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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、３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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  4,800,000株 20年3月期  4,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,750株 20年3月期  1,750株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  4,798,250株 20年3月期第2四半期  4,798,250株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月８日に平成20年３月期決算短信にて公表した通期業績予想は、本資料において修正しています。 
２．上記に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでいます。実際の業績等は、業績の変化等により、上記
予想数値と異なる場合があります。 
３．当会計年度より「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）
を適用しています。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題が金融市場を大きく混乱させ、世界

経済が減速するなかで、輸出の低迷や原油・素材の値上がりに伴う物価上昇等により個人消費が低迷するなど、景気

は停滞し先行き不透明な状況で推移しました。 

  当社関連の建築業界におきましても、公共事業の継続的な減少、原材料価格の高騰等による競争の激化など、厳し

い状況下にあります。 

  このような状況のなかで、当社は「安全・安心・快適」をキーワードに、地域に密着したきめ細かい提案営業を強

力に推進しました。 

  特に大阪湾岸を中心とした超大型の先端工業施設及び商業施設などのビックプロジェクトの受注確保、新用途・新

規顧客の開拓、拡販及び保守契約並びに有償修理・工事の拡大に注力し、管理台数の増大に努めました。しかしなが

ら、経営環境の悪化に伴う受注台数の減少、受注価格の低下により、業績は計画を下回りました。 

  商品別では、自動ドアは大阪湾岸案件の推進をはじめ、7月から販売推進運動を展開するなど、受注確保及び施工

能力の向上に努めてまいりましたが、関連業界の不振により売上高は減少しました。 

  次に保守サービスは、顧客に対して自動ドアの安全ガイドライン活用による提案、また更なる信頼性、安心・安全

性を高めるため２４時間サービス体制の充実に努めるなど、強力に営業活動を推進した結果、保守サービスの契約件

数、補修部品の取替えが増加しました。 

  また、ステンレスサッシ建材、ロスカドア等の開口部商品は、自動ドア装置と開口部とを合わせた一式受注の拡販

に努めましたが、原材料高、受注競争激化による影響を受け売上高は減少しました。 

 その結果、当第２四半期累計期間におきましては、前年同期に比べて売上高は7.9％減少の51億８千１百万円、営

業利益は25.4％減少の２億１千１百万円、経常利益は同9.6％減少の２億７千２百万円となりました。なお、関係会

社の解散決定に伴う整理損失が発生しましたが、四半期純利益は同3.8％減少の１億５千５百万円となりました。 

  

                                （単位：百万円） 

  

  ※なお、本項における前年同期比増減率は、当期より四半期会計基準を適用していることにより、参考情報として記載しています。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の変動状況 

 当第２四半期末の総資産は、93億８千８百万円となり、前会計年度末と比べて６億３千７百万円の減少となりまし

た。 

  資産の部では、流動資産は61億５千１百万円となり、前会計年度末と比べて６億３千３百万円の減少となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が８億８千９百万円減少したことによるものです。固定資産は32億３千６百万円

となり、前会計年度末と比べて３百万円の減少となりました。 

 負債の部では、流動負債は22億１千６百万円となり、前会計年度末と比べて６億２千万円の減少となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金が６億４千１百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、66億４千２百万円となり、前会計年度末と比べて２千７百万円の増加となりました。これは主に当期純

利益による増加と剰余金の配当による減少によるものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、４億９千３百万円となりました。これは主として

税引前四半期純利益を１億９千４百万円計上、売上債権が10億３千９百万円減少した一方で、法人税等を 

２億４千２百万円支払い、仕入債務が６億４千１百万円減少したことによるものです。 

 投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得を主たる要因として１千１百万円となりました。 

 財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払いにより１億２千１百万円となりました。 

 この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前会計年度末に比べ３億６千１百万円増加し、 

19億３千９百万円となりました。 

商品区分 
前第２四半期 

累計期間 

当第２四半期 

累計期間 
前年同期比（％) 

 自動ドア 2,401 2,177 △9.3 

 保守サービス 1,709 1,798 5.2 

 開口部商品 651 499 △23.4 

 その他 865 705 △18.5 

 合 計 5,628 5,181 △7.9 



３．業績予想に関する定性的情報 

  今後の見通しにつきましては、わが国経済は米国をはじめ世界経済が減速するなかで輸出の不振が続き、設備や

 雇用にも過剰感が広がり企業収益は悪化し、先行き不透明感は増しつつあります。 

  当社関連の建築業界におきましても、原材料価格の高騰には一服感が出つつあるものの、競争の激化等による倒

 産件数の増加など、厳しい状況が続くものと思われます。 

  このような状況のなか、自動ドアの需要が停滞するなかで、次のとおり前回公表値を修正することとします。 

  

                                           （単位：百万円） 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①簡便な会計処理 

    四半期会計期間末における棚卸高については、前会計年度末の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法に

  より算定する方法によっています。 

 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

    税金費用については、当第２四半期会計期間を含む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によってい 

   ます。        

（２）四半期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 

 当会計年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 
四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 12,200  830  850  440  91円70銭  

今回修正予想（Ｂ） 11,800  700  760  420  87円53銭  

増減額（Ｂ－Ａ） △400  △130  △90  △20       －   

増減率（％） △3.3  △15.7  △10.6  △4.5       －   

前期実績 12,089  774  806  437  91円21銭   



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,782,814 1,423,293

受取手形及び売掛金 2,985,846 3,875,652

商品 509,436 601,078

仕掛品 247,886 278,713

繰延税金資産 144,942 144,942

関係会社預け金 456,254 454,677

その他 41,998 30,934

貸倒引当金 △17,521 △23,987

流動資産合計 6,151,658 6,785,304

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 659,325 672,863

土地 1,819,226 1,819,226

その他（純額） 45,061 46,967

有形固定資産合計 2,523,613 2,539,057

無形固定資産 33,605 37,767

投資その他の資産   

投資有価証券 139,899 152,746

関係会社長期貸付金 150,000 150,000

繰延税金資産 291,290 236,427

その他 326,222 329,458

貸倒引当金 △227,785 △204,958

投資その他の資産合計 679,626 663,673

固定資産合計 3,236,846 3,240,498

資産合計 9,388,504 10,025,802



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,169,716 1,811,408

短期借入金 150,000 150,000

未払金及び未払費用 222,324 181,572

未払法人税等 98,898 253,047

賞与引当金 302,300 306,000

完成工事補償引当金 4,400 4,500

その他 269,092 130,958

流動負債合計 2,216,731 2,837,486

固定負債   

退職給付引当金 507,994 514,715

役員退職慰労引当金 20,875 58,375

固定負債合計 528,869 573,090

負債合計 2,745,601 3,410,577

純資産の部   

株主資本   

資本金 848,000 848,000

資本剰余金 687,430 687,430

利益剰余金 5,111,010 5,075,405

自己株式 △1,441 △1,441

株主資本合計 6,644,998 6,609,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,096 5,831

評価・換算差額等合計 △2,096 5,831

純資産合計 6,642,902 6,615,225

負債純資産合計 9,388,504 10,025,802



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,181,320

売上原価 3,513,443

売上総利益 1,667,877

販売費及び一般管理費 1,456,725

営業利益 211,152

営業外収益  

受取利息 4,579

受取配当金 896

保険解約返戻金 53,994

その他 3,227

営業外収益合計 62,699

営業外費用  

支払利息 1,049

売上割引 587

その他 2

営業外費用合計 1,639

経常利益 272,212

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,057

特別利益合計 5,057

特別損失  

関係会社整理損 81,000

ゴルフ会員権評価損 2,000

特別損失合計 83,000

税引前四半期純利益 194,269

法人税等 38,708

四半期純利益 155,561



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,779,054

売上原価 1,837,750

売上総利益 941,304

販売費及び一般管理費 736,962

営業利益 204,342

営業外収益  

受取利息 1,633

受取配当金 119

保険解約返戻金 53,994

その他 962

営業外収益合計 56,711

営業外費用  

支払利息 518

売上割引 303

その他 2

営業外費用合計 824

経常利益 260,228

特別利益  

貸倒引当金戻入額 519

特別利益合計 519

税引前四半期純利益 260,747

法人税等 118,398

四半期純利益 142,349



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 194,269

減価償却費 28,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,360

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,721

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,500

受取利息及び受取配当金 △5,476

支払利息 1,049

売上債権の増減額（△は増加） 1,039,451

たな卸資産の増減額（△は増加） 122,468

仕入債務の増減額（△は減少） △641,692

その他の資産の増減額（△は増加） △9,233

その他の負債の増減額（△は減少） 30,081

小計 732,032

利息及び配当金の受取額 5,222

利息の支払額 △1,050

法人税等の支払額 △242,347

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,857

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △9,319

無形固定資産の取得による支出 △3,507

投資有価証券の取得による支出 △200

貸付金の回収による収入 1,408

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,619

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △121,139

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,139

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 361,098

現金及び現金同等物の期首残高 1,577,970

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,939,069



（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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   5,628 100.0 

Ⅱ 売上原価 3,912   69.5 

売上総利益   1,716 30.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,433   25.5 

営業利益   282 5.0 

Ⅳ 営業外収益 20   0.4 

Ⅴ 営業外費用 1   0.0 

経常利益   301 5.4 

税引前中間純利益   301 5.4 

法人税、住民税及び事業税 139   2.5 

法人税等調整額 0   △0.0 

中間純利益   161 2.9 



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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   

税引前中間純利益 301 

減価償却費  28 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  10 

退職給付引当金の増加額 35 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △4 

受取利息及び受取配当金  △3 

支払利息  0 

売上債権の増減額（増加：△） 761 

たな卸資産の増減額（増加：△）  89 

仕入債務の増減額（減少：△） △945 

その他資産の増減額（増加：△）  △20 

その他負債の増減額（減少：△）  △15 

 役員賞与の支払額 － 

小計 238 

利息及び配当金の受取額 6 

利息の支払額  △0 

法人税等の支払額  △253 

営業活動によるキャッシュ・フロー △9 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △0 

有形固定資産の取得による支出  △3 

無形固定資産の取得による支出  － 

貸付金の回収による収入  1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額  － 

配当金の支払額  △67 

財務活動によるキャッシュ・フロー △67 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △78 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,656 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,578 
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