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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 4,700 △9.3 202 △4.0 205 △24.4 103 △33.4
21年3月期第2四半期 5,181 ― 211 ― 272 ― 155 ―

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2四半期 21.58 ―
21年3月期第2四半期 32.42 ―

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2四半期 9,479 6,809 71.8 1,419.07
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2四半期  6,809百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 15.00
22年3月期 
（予想）

― 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 9,800 △8.3 440 △22.9 440 △31.0 240 △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2四半期 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2四半期 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2四半期 4,798,250株 21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21年5月8日に平成21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。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、大企業を中心とした製造業に回復の傾向が見られるものの、円高や

雇用情勢の悪化に伴う個人消費の低迷および設備投資の抑制等、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にも回復が見られず、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。 

 また、大阪府下を中心とした再開発事業も進行しておりますが、規模の縮小や着工予定が遅延傾向にあります。 

 このような厳しい状況の中で、当社は７月から９月にかけて販売推進運動を全社的に行い、プロジェクト案件やス

トアフロント市場・チェーン店への提案営業を積極的に展開するとともに、自動ドアの更新工事や保守契約の増大に

注力しました。しかしながら、新規案件の減少や着工遅延、規模の縮小により業績は低迷しました。 

 商品別では、自動ドアは主に大阪・名古屋地区などの都市型拠点においては、設計事務所への提案営業を強化し、

地方拠点においては、現場事務所の飛込み訪問や既存顧客からの情報収集による受注活動を行いましたが、新規案件

の減少と価格競争の激化により、一段と厳しさが増し売上高は減少しました。 

 次に保守サービスでは、自動ドアの安全・安心・快適の提案活動により顧客の安全意識が高まり保守契約が増大

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、施主・設計事務所・ゼネコンへのＰＲ活動を強化し、拡販

に注力しましたが、売上高は減少しました。その他商品では、産業用自動ドアの案件が減少し、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9.3％減少の47億円、営業利益は同

4.0％減少の２億２百万円、経常利益は同24.4％減少の２億５百万円、四半期純利益は同33.4％減少の１億３百万円

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２四半期末の総資産は、94億７千９百万円と前事業年度末に比べて２億３千５百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産は63億７千７百万円と前事業年度末に比べて１億７千４百万円の減少となりました。これ

は主として現金及び預金が４億３千万円増加したものの受取手形及び売掛金が５億７千６百万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４千４百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部では、26億７千万円と前事業年度末に比べて２億６千６百万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４億３千３百万円減少したものの未払法人税等が８千８百万円増加したことによるものでありま

す。 

 純資産は、68億９百万円と前事業年度末に比べて３千１百万円の増加となりました。これは主として四半期純利益

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２四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４億３千万円増加し、

29億５千６百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間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２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は５億２千１百万円となりました。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支出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 2,177 2,004 △8.0 

保守サービス 1,798 1,867 3.8 

開口部商品 499 465 △6.7 

その他 705 363 △48.5 

合  計 5,181 4,700 △9.3 

２．財政状態に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において投資活動によって使用した資金は１千８百万円となりました。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２四半期累計期間において財務活動によって支出した資金は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。 

  

 今後の見通しにつきましては、わが国経済は中国をはじめ新興国など海外経済の回復を背景に、最悪の状況は脱し

つつあるものの、業種や企業規模で景況感にばらつきが目立つなど、景気の回復には、依然として不透明感が続くも

のと予想されます。 

 当社関連の建築業界におきましては、国内建設工事の減少により、受注競争がさらに激化し、価格低下の傾向が続

くものと思われます。 

 このような状況のなか、売上高は前回公表値より減少する見込みですが、コスト削減により、利益は前回公表値を

若干上回る見込みのため、次の通り修正します。 

  

                                        （単位：百万円） 

  

①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

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

  
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 

前回発表予想（Ａ） 10,200 400 400 240 50円02銭 

今回修正予想（Ｂ） 9,800 440 440 240 50円02銭 

増減額（Ｂ－Ａ） △400 40 40 － － 

増減率（％） △3.9 10.0 10.0 － － 

前期実績 10,686 570 637 375 78円30銭 

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
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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21年９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 2,498,392 2,068,369

受取手形及び売掛金 2,472,605 3,049,351

商品及び製品 525,264 563,787

仕掛品 284,575 284,654

繰延税金資産 117,228 117,228

関係会社預け金 458,485 457,669

その他 39,639 27,049

貸倒引当金 △18,510 △15,973

流動資産合計 6,377,679 6,552,136

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 634,305 646,703

土地 1,819,226 1,819,226

その他（純額） 47,930 47,650

有形固定資産合計 2,501,462 2,513,580

無形固定資産 37,136 41,583

投資その他の資産   

投資有価証券 111,252 116,275

繰延税金資産 247,239 245,318

その他 297,060 329,095

貸倒引当金 △92,382 △83,261

投資その他の資産合計 563,169 607,427

固定資産合計 3,101,768 3,162,592

資産合計 9,479,448 9,714,728
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,078,662 1,512,584

短期借入金 150,000 150,000

未払金及び未払費用 165,769 185,269

未払法人税等 110,371 21,512

賞与引当金 270,998 265,699

工事補償引当金 3,400 3,500

その他 301,057 233,964

流動負債合計 2,080,259 2,372,530

固定負債   

退職給付引当金 546,152 532,468

役員退職慰労引当金 44,000 32,000

固定負債合計 590,152 564,468

負債合計 2,670,411 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 5,290,739 5,259,154

自己株式 △1,441 △1,441

株主資本合計 6,824,727 6,793,143

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,691 △15,414

評価・換算差額等合計 △15,691 △15,414

純資産合計 6,809,036 6,777,729

負債純資産合計 9,479,448 9,714,728
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,181,320 4,700,330

売上原価 3,513,443 3,090,385

売上総利益 1,667,877 1,609,945

販売費及び一般管理費 1,456,725 1,407,329

営業利益 211,152 202,615

営業外収益   

受取利息 4,579 1,990

受取配当金 896 447

保険解約返戻金 53,994 1,292

その他 3,227 1,850

営業外収益合計 62,699 5,580

営業外費用   

支払利息 1,049 927

売上割引 587 1,542

その他 2 35

営業外費用合計 1,639 2,506

経常利益 272,212 205,690

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,057 1,125

工事補償引当金戻入額 － 100

特別利益合計 5,057 1,225

特別損失   

固定資産除却損 － 1,282

投資有価証券評価損 － 3,257

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 4,539

税引前四半期純利益 194,269 202,376

法人税等 38,708 98,818

四半期純利益 155,561 103,558
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,779,054 2,457,385

売上原価 1,837,750 1,608,347

売上総利益 941,304 849,038

販売費及び一般管理費 736,962 712,445

営業利益 204,342 136,592

営業外収益   

受取利息 1,633 598

受取配当金 119 94

保険解約返戻金 53,994 －

その他 962 1,099

営業外収益合計 56,711 1,792

営業外費用   

支払利息 518 466

売上割引 303 832

その他 2 4

営業外費用合計 824 1,303

経常利益 260,228 137,081

特別利益   

貸倒引当金戻入額 519 △5,883

工事補償引当金戻入額 － 100

特別利益合計 519 △5,783

特別損失   

固定資産除却損 － 1,282

投資有価証券評価損 － 3,257

特別損失合計 － 4,539

税引前四半期純利益 260,747 126,759

法人税等 118,398 60,923

四半期純利益 142,349 65,836
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 194,269 202,376

減価償却費 28,975 30,029

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,360 11,657

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,721 13,684

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,500 12,000

受取利息及び受取配当金 △5,476 △2,438

支払利息 1,049 927

固定資産除却損 － 1,282

投資有価証券評価損 － 3,257

売上債権の増減額（△は増加） 1,039,451 640,562

たな卸資産の増減額（△は増加） 122,468 38,602

仕入債務の増減額（△は減少） △641,692 △433,922

その他の資産の増減額（△は増加） △9,233 19,028

その他の負債の増減額（△は減少） 30,081 △7,234

小計 732,032 529,813

利息及び配当金の受取額 5,222 2,438

利息の支払額 △1,050 △764

法人税等の支払額 △242,347 △9,958

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,857 521,527

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 △17,974

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 △200 △179

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 △18,603

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △121,139 △72,085

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,139 △72,085

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） 361,098 430,838

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 1,939,069 2,956,877
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 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
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