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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 200,145 ― 2,196 ― 1,516 ― △1,158 ―

20年3月期第3四半期 221,982 △0.5 7,457 △16.4 7,507 △17.6 3,910 △32.5

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3四半期 △4.80 ―

20年3月期第3四半期 15.87 15.85

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3四半期 249,832 96,393 38.6 400.92
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3四半期  96,360百万円 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  有  

当期末の配当予想額につきましては、未定であります。  

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 ― 6.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 277,000 △14.4 8,000 △49.6 7,200 △55.1 2,200 △73.3 9.15

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、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) 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、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。  

(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10月31日公表の通期連結業績予想を修正しております。 
 上記予想には、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、 
 記載の予想とは異なる可能性があります。 
 なお、上記の予想の前提条件等に関する事項については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
・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3四半期  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3四半期  17,572,467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3四半期  241,140,806株 20年3月期第3四半期  246,485,526株
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当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)における経済環境は、米国のサブプ
ライムローン問題に端を発した世界的な金融危機が実体経済を揺るがし、景気のさらなる悪化が懸念され
る状況にあります。国内においても、株式市場の相場下落や急激な円高の影響、期中まで続いていた原
油・原材料価格の高騰、さらには、企業収益見通しの下方修正やこれに伴う雇用環境の悪化など、予想を
上回る景気後退局面が顕著となりました。 
当社グループを取り巻く環境は、国内外ともに金融危機の影響による個人消費の減退や住宅関連主体の

外部環境の悪化、新規住宅建築着工戸数の減少、期中まで続いた鋼材価格の上昇など、より厳しい環境が
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

実現に向けた基盤を確立すべく、非シャッター分野での受注拡大、メンテ・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３四半期累計期間における連結売上高は、2,001億4千5百万円(前年同期比9.8％の

減収)となりました。国内では、住宅市場低迷の影響によりマンション用ドアや軽量シャッター等が振る
わず減収となりました。米国でも、住宅市場の予想を超える落ち込みが影響し、ガレージドア、開閉機、
車両用ドアが不振で減収となりました。欧州では、ドイツ、フランス等で住宅関連は落ち込んだものの、
産業用ドアが堅調に推移し僅かながら現地通貨建てで増収となりました。 
利益面では、コスト削減及び採算管理強化を推進したものの、住宅市場低迷による減収の影響を補え

ず、さらに会計処理方法変更に伴う在外子会社ののれん償却額(33億4百万円)の計上もあり、大幅な減益
となりましたが、売価アップ及びコスト削減効果により利益の減益幅は、減収幅に比較して小幅にとどま
りました。 
なお、前年同期比は参考として記載しております。 
  

前連結会計年度末と比較して、総資産が611億2千5百万円、自己資本が529億7千万円それぞれ減少し、
自己資本比率は前連結会計年度より9.4ポイント減少し、38.6%となりました。また、負債は81億8千8百万
円減少しております。主な内訳として、資産では、のれん、売上債権及び有価証券の減少であり、負債で
は、仕入債務、借入金及び社債の減少であります。 
  
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、主に資金の回収による売上債権

の減少により99億3千9百万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、貸付金の回収に
よる収入がありましたが、主に固定資産の取得による支出により69億5千5百万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、主に借入金の返済及び社債の償還による支出などにより114
億1千7百万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、85億9千3百万円減少し、174億6千2百万円となりました。 

  

最近の業績動向を踏まえた上で、平成20年10月31日発表の平成21年３月期通期連結業績予想及び配当予
想を修正いたします。 
前回発表水準を下回ると見込まれる主たる理由は、国内外ともに住宅関連のみならず商業・産業関連の

需要減退の拡大、それに伴う連結子会社の売上高の減少、並びに、持分法適用会社の投資損益悪化による
ものであります。 
なお、当期の利益水準が前期比大幅に減少しておりますが、会計処理方法変更に伴う在外子会社ののれ

ん償却額(32億2千万円)を計上する見込みのためであります。 
また、当期の配当につきましては、のれん償却を除いた税金相当額差引き後の連結経常利益の30%を目

安に配当を行う予定としておりますが、経営環境の急速な悪化により通期の業績予想を下方修正すること
に伴い、期末配当につきましては、当期の通期業績並びに来年度業績予想を今後更に見定めた上でご提案
させていただくこととし、現時点では未定とさせていただくこととしました。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方式 
一部の連結子会社において、当第３四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 
一部の連結子会社において、当第３四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 
一部の連結子会社において、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除

項目を重要なものに限定する方法によっております。 
また、一部の連結子会社において、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

以降に経営環境及び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。 
⑤税金費用の計算 
一部の連結子会社において、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。 

  

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 
「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として在外子会社の
のれん償却処理を実施しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四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は、それぞれ33億4百万円減少しております。また、期首の利益剰余金から
435億9千万円を減額したことに伴い、利益剰余金が同額減少しております。 
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。 

  

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 16,263 19,688

受取手形及び売掛金 61,091 77,067

有価証券 2,003 7,528

商品 1,788 702

製品 5,902 6,999

半製品 42 31

原材料 11,808 12,296

仕掛品 31,865 20,138

その他 9,456 8,886

貸倒引当金 △1,425 △1,610

流動資産合計 138,797 151,728

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 17,033 17,347

土地 22,592 22,755

その他（純額） 13,252 14,719

有形固定資産合計 52,877 54,822

無形固定資産   

のれん 736 48,518

その他 12,637 12,391

無形固定資産合計 13,373 60,909

投資その他の資産   

投資有価証券 31,562 30,896

その他 13,728 13,125

貸倒引当金 △507 △525

投資その他の資産合計 44,784 43,496

固定資産合計 111,035 159,228

資産合計 249,832 310,957
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 41,869 43,461

短期社債 － 5,000

短期借入金 23,699 28,105

未払法人税等 777 3,269

賞与引当金 1,783 3,112

役員賞与引当金 － 60

その他 33,093 24,976

流動負債合計 101,223 107,986

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 21,075 22,668

退職給付引当金 10,564 10,107

役員退職慰労引当金 73 875

その他 5,501 4,987

固定負債合計 52,215 53,639

負債合計 153,438 161,626

純資産の部   

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 27,754 75,677

自己株式 △9,687 △9,191

株主資本合計 96,383 144,802

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,367 △1,743

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 3,344 6,271

評価・換算差額等合計 △22 4,527

新株予約権 33 －

純資産合計 96,393 149,330

負債純資産合計 249,832 310,957
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 200,145

売上原価 149,474

売上総利益 50,671

販売費及び一般管理費 48,474

営業利益 2,196

営業外収益  

受取利息 165

受取配当金 417

有価証券売却益 37

デリバティブ評価益 81

その他 325

営業外収益合計 1,026

営業外費用  

支払利息 1,340

持分法による投資損失 129

その他 235

営業外費用合計 1,706

経常利益 1,516

特別利益  

前期損益修正益 1

固定資産売却益 0

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除売却損 18

投資有価証券売却損 32

投資有価証券評価損 97

子会社事業再構築費用 594

役員退職慰労金 183

その他 36

特別損失合計 962

税金等調整前四半期純利益 555

法人税等 1,713

四半期純損失（△） △1,158
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 555

減価償却費 3,994

のれん償却額 3,413

貸倒引当金の増減額（△は減少） △115

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,338

退職給付引当金の増減額（△は減少） △107

受取利息及び受取配当金 △582

支払利息 1,340

持分法による投資損益（△は益） 129

売上債権の増減額（△は増加） 14,012

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,017

仕入債務の増減額（△は減少） △701

その他 7,876

小計 15,459

利息及び配当金の受取額 603

利息の支払額 △1,224

法人税等の支払額 △4,899

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,939

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 △5,876

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 1,861

固定資産の取得による支出 △4,801

貸付けによる支出 △1,143

貸付金の回収による収入 2,881

その他 122

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,955

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） 1,417

長期借入れによる収入 3,501

長期借入金の返済による支出 △7,724

社債の償還による支出 △5,000

自己株式の増減額（△は増加） △479

配当金の支払額 △3,133

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,417

現金及び現金同等物に係る換算差額 △160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,593

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 17,462
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
(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.第１四半期連結会計期間より「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３四半期連結累計期間の営業利益は「ビ

ル商業施設建材事業」で15億2百万円、「メンテ・リフォーム事業」で4千6百万円、それぞれ減少しておりま

す。また、当第３四半期連結累計期間の営業損失は「住宅建材事業」で16億1千6百万円、「その他事業」で1億

3千9百万円それぞれ増加しております。 

  

第１四半期連結会計期間より「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、在外子会社ののれん償却処理を実施したため、利益剰余金は過
年度にかかる償却相当額として435億9千万円、当第３四半期連結累計期間にかかる償却相当額として33
億4百万円それぞれ減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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 126,098 56,907 14,346 2,792 200,145 ― 200,145

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

84 234 21 ― 340 (340) ―

計 126,183 57,142 14,367 2,792 200,485 (340) 200,145

営業利益又は営業損失(△) 2,044 △1,453 1,879 △274 2,196 ― 2,196

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

科  目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

金 額（百万円）

Ⅰ 売上高 221,982

Ⅱ 売上原価 165,932

   売上総利益 56,050

Ⅲ 販売費及び一般管理費 48,593

   営業利益 7,457

Ⅳ 営業外収益 1,604

Ⅴ 営業外費用 1,554

   経常利益 7,507

Ⅵ 特別利益 123

Ⅶ 特別損失 897

   税金等調整前四半期純利益 6,733

   法人税・住民税及び事業税 2,511

   法人税等調整額 347

   少数株主利益 △36

   四半期純利益 3,910
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31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利益 6,733

   減価償却費 4,336

   引当金の減少額(△) △1,589

   持分法による投資利益(△) △119

   売上債権の減少額 20,851

   棚卸資産の増加額(△) △19,007

   仕入債務の減少額(△) △4,231

   その他 10,954

    小 計 17,928

   法人税等の支払額 △4,820

  営業活動によるキャッシュ・フロー 13,108

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 △1,308

   固定資産の取得・売却 △4,122

   貸付による支出・回収 △529

   その他 99

  投資活動によるキャッシュ・フロー △5,861

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   借入金の純増減 △3,063

   自己株式の取得・処分 322

   配当金の支払額 △3,202

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,943

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 43

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,346

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 22,294
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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３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 133,987 69,412 14,090 4,492 221,982 ― 221,982

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

115 157 10 ― 282 (282) ―

計 134,102 69,569 14,101 4,492 222,265 (282) 221,982

営業費用 129,164 68,816 12,690 4,137 214,808 (282) 214,525

営業利益 4,938 752 1,410 354 7,457 ― 7,457
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