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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 2,242 △6.6 66 869.5 68 472.5 37 185.5
21年3月期第1四半期 2,402 ― 6 ― 11 ― 13 ―

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

22年3月期第1四半期 7.86 ―
21年3月期第1四半期 2.75 ―

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

22年3月期第1四半期 9,585 6,743 70.4 1,405.41
21年3月期 9,714 6,777 69.8 1,412.54

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  6,743百万円 21年3月期  6,777百万円

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

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
累計期間

5,000 △3.5 160 △24.2 160 △41.2 100 △35.7 20.84

通期 10,200 △4.6 400 △29.9 400 △37.2 240 △36.1 50.02



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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 4,800,000株 21年3月期 4,800,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,750株 21年3月期 1,750株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 4,798,250株 21年3月期第1四半期 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 
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。実際の業績等は様々な要因によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 



当第１四半期におけるわが国経済は、企業の在庫調整が進み、輸出等の持ち直しを背景に昨年秋以降から急速に悪

化した景気に底打ちの兆しがあるものの、雇用や設備投資の過剰感が払拭されず、依然として厳しい状況で推移しま

した。 

当社関連の建築業界におきましては、マンション販売をはじめとする新設住宅着工戸数は大幅に落ち込み、不況が

深刻化し中堅企業の倒産が相次ぐなど極めて厳しい状況が続いております。 

このような厳しい状況の中で、当社は更なるシェアの拡大を図るため、地域に密着したきめ細かい提案営業活動の

強化および再開発事業やプロジェクト案件に注力いたしました。一方では、経営基盤の強化を図るため、コスト削減

を徹底し、収益の確保に努めてまいりました。 

商品別では、自動ドアは客先への現場訪問の強化、設計事務所への提案活動を積極的に行い、新規案件が増加しま

したが、更新の自動ドアは価格競争の激化により、売上高は前年同期並みとなりました。 

次に保守サービスでは、お客様に対し自動ドアの安全性向上についてきめ細かく対応し、売上高は増加しました。

ステンレスサッシ建材、ロスカドア等の開口部商品は、売上高が若干減少し、その他商品では、産業用自動ドアの

案件が減少いたしました。 

その結果、当第１四半期におきましては、前年同期に比べて売上高は６．６％減少の22億４千２百万円となりまし

たが、商品構成の変化とコスト削減により利益が改善され、営業利益は６千６百万円、経常利益は６千８百万円、四

半期純利益は３千７百万円となりました。 

  

商品区分別売上高比較                                （単位：百万円） 

  

（１）財政状態の変動状況 

 当第１四半期末の総資産は、95億８千５百万円と前事業年度末に比べて１億２千９百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産は64億８千３百万円と前事業年度末に比べて６千８百万円の減少となりました。これは主

として現金及び預金が３億３千３百万円増加したものの受取手形及び売掛金が４億２千６百万円減少したことによる

ものであります。固定資産は31億１百万円と前事業年度末に比べて６千１百万円の減少となりました。これは主とし

て投資その他の資産が５千２百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部では、28億４千１百万円と前事業年度末に比べて９千５百万円の減少となりました。これは主として支払

手形及び買掛金が２億９千９百万円減少したものの未払金及び未払費用が２億３千５百万円増加したことによるもの

であります。 

 純資産は、67億４千３百万円と前事業年度末に比べて３千４百万円の減少となりました。これは四半期純利益によ

る増加と剰余金の配当による減少によるものであります。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて３億３千３百万円増加

し、28億５千９百万円となりました。 

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において営業活動の結果得られた資金は４億１千４百万円となりました。これは主として税引前四半

期純利益及び売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少による資金の流出によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において投資活動によって使用した資金は９百万円となりました。これは主として有形固定資産の取

得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において財務活動によって使用した資金は７千２百万円となりました。これは配当金の支払によるも

のであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

商品区分 前第１四半期 当第１四半期 増減率 

自動ドア ９４７ ９３５ △１．３％ 

保守サービス ８４４ ９０２ ６．８％ 

開口部商品 ２３３ ２２４ △３．８％ 

その他 ３７６ １８１ △５１．９％ 

合  計 ２,４０２ ２,２４２ △６．６％ 

２．財政状態に関する定性的情報



平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月８日付決算短信で発表しました業績予想に変更はありま

せん。 

  

①簡便な会計処理 

当第１四半期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、前事業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１四半期会計期間を含む事業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実効税率を乗じて計算しています。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。   

  

 該当事項はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,401,446 2,068,369

受取手形及び売掛金 2,623,240 3,049,351

商品及び製品 583,818 563,787

仕掛品 278,754 284,654

繰延税金資産 117,228 117,228

関係会社預け金 458,148 457,669

その他 33,371 27,049

貸倒引当金 △12,089 △15,973

流動資産合計 6,483,919 6,552,136

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 640,895 646,703

土地 1,819,226 1,819,226

その他（純額） 46,196 47,650

有形固定資産合計 2,506,318 2,513,580

無形固定資産 39,533 41,583

投資その他の資産   

投資有価証券 116,569 116,275

繰延税金資産 245,285 245,318

その他 287,680 329,095

貸倒引当金 △94,208 △83,261

投資その他の資産合計 555,326 607,427

固定資産合計 3,101,179 3,162,592

資産合計 9,585,098 9,714,728



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,213,125 1,512,584

短期借入金 150,000 150,000

未払金及び未払費用 420,302 185,269

未払法人税等 44,433 21,512

賞与引当金 119,784 265,699

工事補償引当金 3,500 3,500

その他 306,277 233,964

流動負債合計 2,257,423 2,372,530

固定負債   

退職給付引当金 546,150 532,468

役員退職慰労引当金 38,000 32,000

固定負債合計 584,150 564,468

負債合計 2,841,573 2,936,999

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 5,224,902 5,259,154

自己株式 △1,441 △1,441

株主資本合計 6,758,891 6,793,143

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,366 △15,414

評価・換算差額等合計 △15,366 △15,414

純資産合計 6,743,524 6,777,729

負債純資産合計 9,585,098 9,714,728



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,402,265 2,242,945

売上原価 1,675,692 1,482,037

売上総利益 726,572 760,907

販売費及び一般管理費 719,762 694,884

営業利益 6,810 66,023

営業外収益   

受取利息 2,945 1,392

受取配当金 777 352

その他 2,264 2,043

営業外収益合計 5,987 3,788

営業外費用   

支払利息 530 461

売上割引 283 710

その他 － 31

営業外費用合計 814 1,203

経常利益 11,983 68,608

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,538 7,008

特別利益合計 4,538 7,008

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又は税引前四半期純損失（△） △66,478 75,616

法人税等 △79,690 37,895

四半期純利益 13,211 37,721



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税引前四半期純損失
（△）

△66,478 75,616

減価償却費 13,939 14,755

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,532 7,063

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,253 13,681

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44,375 6,000

受取利息及び受取配当金 △3,722 △1,745

支払利息 530 461

売上債権の増減額（△は増加） 740,296 475,911

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,701 △14,131

仕入債務の増減額（△は減少） △419,421 △299,459

その他の資産の増減額（△は増加） 16,907 34,504

その他の負債の増減額（△は減少） 273,031 115,373

小計 432,284 428,032

利息及び配当金の受取額 3,596 1,745

利息の支払額 － －

法人税等の支払額 △249,433 △14,973

営業活動によるキャッシュ・フロー 186,447 414,804

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 △1,189 △8,672

無形固定資産の取得による支出 △3,507 △450

投資有価証券の取得による支出 △86 △86

貸付金の回収による収入 926 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,857 △9,209

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △121,139 △72,038

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,139 △72,038

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） 61,450 333,556

現金及び現金同等物の期首残高 1,577,970 2,526,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,639,420 2,859,595



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記




