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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 16,945 △11.6 △1,570 ― △1,468 ― △3,305 ―

21年3月期第3四半期 19,167 ― △769 ― △950 ― △1,123 ―

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3四半期 △352.99 ―

21年3月期第3四半期 △109.70 ―

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3四半期 25,468 17,133 67.3 1,882.86
21年3月期 29,332 20,927 71.3 2,224.34

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  17,133百万円 21年3月期  20,927百万円

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 ― 14.00 ― 14.00 28.00
22年3月期 ― 13.00 ―

22年3月期 
（予想）

13.00 26.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）連結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

通期 25,000 △5.5 △900 ― △900 ― △2,900 ― △309.73
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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、４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、４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 

・業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。 
・業績予想の前提となる条件等については、４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ください。 

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） 22年3月期第3四半期 9,924,075株 21年3月期  10,924,075株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  824,201株 21年3月期  1,515,458株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 9,362,929株 21年3月期第3四半期 10,240,257株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一昨年来の世界的な金融危機が及ぼした混乱が根強

く、住宅投資や設備投資に回復の兆しが見られず、依然として厳しい経済環境が続いております。 

間仕切業界につきましては、想定を上回る市場の縮小、販売価格の競争激化等、極めて厳しい状況が続

いております。民間企業が設備投資を控えたこと等から需要が低迷しており、地域間の需要格差も一層の

広がりをみせております。 

このような情勢のもと、当社は営業部門の強化を進め、新規顧客の開拓や既存顧客への提案営業による

受注の拡大、顧客ニーズに適応する製品の開発等、積極的に取り組んでまいりました。しかし、建築工事

の需要減少等による市場縮小や競争激化は想定以上に厳しく、売上高は前年同四半期と比べ22億21百万円

減少の169億45百万円となりました。 

品目別売上高につきましては、主要品目のハイパーティションが最も市場縮小の影響を受け、前年同四

半期と比べ21億42百万円減少の85億19百万円となりました。一方、ドア製品については、前年同四半期と

比べ３億78百万円増加の17億98百万円となりました。 

損益面では、全社を挙げて原価低減活動に取り組みましたが、売上高の減少に伴う利益の減少を吸収で

きず、売上総利益率は30.6％(前年同四半期比3.6ポイント低下)となりました。営業損失は15億70百万円

(前年同四半期は営業損失７億69百万円)、経常損失は14億68百万円(前年同四半期は経常損失９億50百万

円)、四半期純損失は繰延税金資産の取崩し等により33億５百万円(前年同四半期は四半期純損失11億23百

万円)となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ38億63百万円減少の254億68百万円

となりました。 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ20億88百万円減少の146億33百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が５億84百万円、受取手形及び売掛金が15億15百万円減少したこと等によります。固定資産

は、前連結会計年度末と比べ17億74百万円減少の108億35百万円となりました。これは主に、繰延税金資

産の取崩し等によります。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ15百万円減少の36億66百万円となりました。固定負債は、前連結

会計年度末と比べ54百万円減少の46億68百万円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ37億94百万円減少の171億33百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が45億36百万円、自己株式が７億30百万円、それぞれ減少したこと等によります。自己資

本比率は、前連結会計年度末と比べ4.0ポイント低下の67.3％となりました。 

  

キャッシュ・フローにつきましては、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残

高は38億61百万円で、前連結会計年度末と比べ５億84百万円減少しました。 

各キャッシュ・フローの状況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) 

営業活動で得られた資金は３億39百万円となりました。これは主に、減価償却費７億17百万円、売上債

権の減少額15億12百万円等による増加と、税金等調整前四半期純損失14億77百万円、たな卸資産の増加額

４億６百万円等による減少であります。 

【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
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動で使用した資金は３億10百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入11億円

による増加と、定期預金の預入による支出11億円、有形固定資産の取得による支出１億56百万円等による

減少であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動で使用した資金は６億12百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出２億

円、自己株式の取得による支出２億46百万円、配当金の支払額２億44百万円等によるものであります。 

  

通期の業績予想につきましては、今後も厳しい経済状況が予測されますが、第４四半期の完工予定物件

を計画通りに納め、受注活動も一層の努力を行うとともに、原価及び販売管理費等の削減に全社一丸とな

って引き続き取り組んでいくことから、現段階において平成21年10月21日に発表しました通期の業績予想

に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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、第２四半期連結会計

期間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おります。 

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等、かつ、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は、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、前連結会計年度末以降に経営環境

等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連

結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を

加味したものを利用する方法によっております。 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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

算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果

となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間

より適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

① 棚卸資産の評価方法

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

③ 税金費用の計算

(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

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,861,543 5,445,880

受取手形及び売掛金 7,142,173 8,657,954

有価証券 99,954 99,884

商品及び製品 1,269,670 890,317

仕掛品 132,951 112,090

原材料及び貯蔵品 647,233 642,453

繰延税金資産 176,202 368,986

その他 356,173 553,457

貸倒引当金 △52,338 △48,484

流動資産合計 14,633,564 16,722,540

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,867,701 3,012,879

機械装置及び運搬具（純額） 1,391,182 1,549,249

土地 3,389,463 3,389,463

その他（純額） 201,023 246,370

有形固定資産合計 7,849,371 8,197,963

無形固定資産   

その他 854,573 991,024

無形固定資産合計 854,573 991,024

投資その他の資産   

その他 2,159,285 3,448,628

貸倒引当金 △28,000 △28,000

投資その他の資産合計 2,131,285 3,420,628

固定資産合計 10,835,230 12,609,616

資産合計 25,468,795 29,332,157
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,462,388 1,658,150

短期借入金 404,200 300,000

未払法人税等 118,783 45,100

賞与引当金 220,249 414,200

役員賞与引当金 1,478 2,520

その他 1,459,375 1,261,667

流動負債合計 3,666,474 3,681,638

固定負債   

長期借入金 1,400,000 1,625,000

再評価に係る繰延税金負債 434,747 434,747

退職給付引当金 2,496,780 2,358,146

その他 336,982 304,650

固定負債合計 4,668,511 4,722,544

負債合計 8,334,986 8,404,182

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,121,391 7,121,391

資本剰余金 7,412,790 7,412,790

利益剰余金 3,421,181 7,957,459

自己株式 △750,724 △1,481,525

株主資本合計 17,204,638 21,010,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,099 20,370

土地再評価差額金 226,788 226,788

為替換算調整勘定 △335,716 △329,299

評価・換算差額等合計 △70,828 △82,141

純資産合計 17,133,809 20,927,975

負債純資産合計 25,468,795 29,332,157

コマニー㈱　(7945)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

― 6 ―



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 19,167,583 16,945,650

売上原価 12,604,588 11,763,574

売上総利益 6,562,995 5,182,075

販売費及び一般管理費 7,332,258 6,752,153

営業損失（△） △769,263 △1,570,077

営業外収益   

受取利息 19,574 11,899

受取配当金 16,330 12,809

受取賃貸料 4,246 6,856

為替差益 － 11,735

デリバティブ評価益 － 99,538

その他 46,980 69,547

営業外収益合計 87,131 212,386

営業外費用   

支払利息 16,398 25,275

為替差損 6,291 －

売上割引 18,403 13,464

デリバティブ決済損 － 56,801

デリバティブ評価損 187,051 －

その他 40,505 15,034

営業外費用合計 268,650 110,575

経常損失（△） △950,781 △1,468,266

特別損失   

固定資産除却損 7,068 8,994

投資有価証券評価損 158,452 185

特別損失合計 165,521 9,179

税金等調整前四半期純損失（△） △1,116,303 △1,477,445

法人税等 7,089 1,827,604

四半期純損失（△） △1,123,392 △3,305,049
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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損失（△） △1,116,303 △1,477,445

減価償却費 755,684 717,266

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,375 138,634

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △46,600 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △439,857 △193,951

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,940 △1,042

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,887 3,961

受取利息及び受取配当金 △35,904 △24,708

支払利息 16,398 25,275

有形固定資産除却損 7,068 8,994

売上債権の増減額（△は増加） 2,443,494 1,512,325

たな卸資産の増減額（△は増加） △878,744 △406,100

仕入債務の増減額（△は減少） △471,293 △194,879

その他 222,067 155,592

小計 454,582 263,922

利息及び配当金の受取額 34,808 24,094

利息の支払額 △14,619 △21,973

法人税等の支払額 △344,465 △154,709

法人税等の還付額 － 228,062

営業活動によるキャッシュ・フロー 130,305 339,398

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,100,000 △1,100,000

定期預金の払戻による収入 1,100,000 1,100,000

有形固定資産の取得による支出 △143,702 △156,824

有形固定資産の売却による収入 － 283

その他 △274,563 △154,098

投資活動によるキャッシュ・フロー △418,266 △310,639

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） △309,800 79,200

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △144,000 △200,000

自己株式の取得による支出 △1,418,912 △246,802

配当金の支払額 △289,260 △244,562

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,161,973 △612,165

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,660 △860

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,448,273 △584,267

現金及び現金同等物の期首残高 5,368,813 4,445,765

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,920,539 3,861,497
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該当事項はありません。 

  

前第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) 

当社グループの事業は、間仕切事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまし

て、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

当社グループの事業は、間仕切事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまし

て、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

前第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) 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

② 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

中国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,620,410 547,173 19,167,583 ― 19,167,583

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

55,190 237,514 292,705 (292,705) ―

計 18,675,601 784,688 19,460,289 (292,705) 19,167,583

営業損失(△) △697,014 △74,613 △771,627 2,364 △769,263

日本 
(千円)

中国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

16,489,427 456,223 16,945,650 ― 16,945,650

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

15,060 206,787 221,847 (221,847) ―

計 16,504,487 663,011 17,167,498 (221,847) 16,945,650

営業損失(△) △1,471,648 △100,516 △1,572,164 2,087 △1,570,077
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前第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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(単位 千円) 

 
※ 平成21年５月に自己株式1,000,000株(977,603千円)を消却しました。 

  

③ 海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 7,121,391 7,412,790 7,957,459 △1,481,525 21,010,116

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 △253,625 △253,625

 四半期純損失 △3,305,049 △3,305,049

 自己株式の取得 △246,802 △246,802

 自己株式の消却 ※ ― △977,603 977,603 ―

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

― ― △4,536,278 730,800 △3,805,478

当第３四半期連結会計期間末残高 7,121,391 7,412,790 3,421,181 △750,724 17,204,638
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当第３四半期連結累計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ いずれの販売先も、販売実績の総額の100分の10未満であるため、相手先別の販売実績及び当該販売実績に

対する割合の記載を省略しております。 

  

6. その他の情報

受注及び販売の状況

① 受注実績

品目 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

ハイパーティション 8,964,319 77.3 3,212,330 91.3

ローパーティション 731,185 70.5 72,347 89.4

移動パーティション 1,073,487 83.0 839,041 109.8

トイレパーティション 2,496,718 92.8 1,513,179 107.4

クリーンルームパーティション 1,656,386 72.3 260,150 33.0

ドア製品 2,069,771 88.5 1,777,070 85.6

その他 1,063,449 105.9 232,720 136.3

合計 18,055,319 81.1 7,906,840 89.8

② 販売実績

品目 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ハイパーティション 8,519,041 79.9

ローパーティション 723,788 67.2

移動パーティション 902,354 100.7

トイレパーティション 1,953,359 96.5

クリーンルームパーティション 2,029,445 97.0

ドア製品 1,798,591 126.7

その他 1,019,070 102.1

合計 16,945,650 88.4
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