
平成21年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 
平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ナブコドア株式会社 上場取引所 大 
コード番号 7530 URL http://www.nabco-door.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 横山 雄二
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営管理部長 （氏名） 坂本 義則 TEL 06-6532-5841

四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,698 △7.9 353 4.4 416 9.5 233 23.0
20年3月期第3四半期 8,361 1.1 338 △2.8 380 △0.7 190 1.0

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 48.70 ―
20年3月期第3四半期 39.60 ―

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 9,437 6,646 70.4 1,385.10
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3四半期  6,646百万円 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 10,700 △11.5 540 △30.3 600 △25.6 330 △24.6 68.78

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3四半期 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3四半期 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3四半期 4,798,250株 20年3月期第3四半期 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10月31日に平成21年3月期第2四半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。  







５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,765,925 1,423,293

受取手形及び売掛金 2,884,150 3,875,652

商品 532,081 601,078

仕掛品 394,506 278,713

繰延税金資産 144,942 144,942

関係会社預け金 457,069 454,677

その他 55,564 30,934

貸倒引当金 △16,930 △23,987

流動資産合計 6,217,310 6,785,304

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 656,717 672,863

土地 1,819,226 1,819,226

その他（純額） 46,246 46,967

有形固定資産合計 2,522,190 2,539,057

無形固定資産 34,019 37,767

投資その他の資産   

投資有価証券 133,365 152,746

関係会社長期貸付金 150,000 150,000

繰延税金資産 293,326 236,427

その他 324,202 329,458

貸倒引当金 △237,285 △204,958

投資その他の資産合計 663,607 663,673

固定資産合計 3,219,818 3,240,498

資産合計 9,437,128 10,025,802



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,388,221 1,811,408

短期借入金 150,000 150,000

未払金及び未払費用 240,490 181,572

未払法人税等 － 253,047

賞与引当金 153,369 306,000

完成工事補償引当金 4,400 4,500

その他 299,593 130,958

流動負債合計 2,236,073 2,837,486

固定負債   

退職給付引当金 528,147 514,715

役員退職慰労引当金 26,875 58,375

固定負債合計 555,022 573,090

負債合計 2,791,096 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 5,117,143 5,075,405

自己株式 △1,441 △1,441

株主資本合計 6,651,131 6,609,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,099 5,831

評価・換算差額等合計 △5,099 5,831

純資産合計 6,646,032 6,615,225

負債純資産合計 9,437,128 10,025,802



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 7,698,457

売上原価 5,164,859

売上総利益 2,533,598

販売費及び一般管理費 2,179,930

営業利益 353,667

営業外収益  

受取利息 5,905

受取配当金 1,664

保険解約返戻金 54,113

その他 3,494

営業外収益合計 65,178

営業外費用  

支払利息 1,580

売上割引 867

その他 2

営業外費用合計 2,450

経常利益 416,395

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,639

特別利益合計 5,639

特別損失  

関係会社整理損 81,000

ゴルフ会員権評価損 2,000

投資有価証券評価損 1,712

特別損失合計 84,712

税引前四半期純利益 337,321

法人税等 103,654

四半期純利益 233,667



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,517,136

売上原価 1,651,416

売上総利益 865,720

販売費及び一般管理費 723,205

営業利益 142,514

営業外収益  

受取利息 1,326

受取配当金 767

その他 385

営業外収益合計 2,479

営業外費用  

支払利息 531

売上割引 279

営業外費用合計 811

経常利益 144,183

特別利益  

貸倒引当金戻入額 582

特別利益合計 582

特別損失  

投資有価証券評価損 1,712

特別損失合計 1,712

税引前四半期純利益 143,052

法人税等 64,946

四半期純利益 78,106



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 337,321

減価償却費 44,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,269

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,432

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,500

受取利息及び受取配当金 △7,570

支払利息 1,580

投資有価証券評価損益（△は益） 1,712

売上債権の増減額（△は増加） 1,146,372

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,796

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,650

仕入債務の増減額（△は減少） △423,187

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,479

その他の流動負債の増減額（△は減少） △52,825

その他の資産の増減額（△は増加） △6,489

小計 982,890

利息及び配当金の受取額 7,190

利息の支払額 △1,050

法人税等の支払額 △434,970

営業活動によるキャッシュ・フロー 554,059

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 △22,575

無形固定資産の取得による支出 △5,907

投資有価証券の取得による支出 △291

出資金の回収による収入 10,000

貸付金の回収による収入 1,716

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,058

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △191,975

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,975

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） 345,024

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 1,922,995
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