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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 7,229 △6.1 401 13.6 406 △2.4 207 △11.0
21年3月期第3四半期 7,698 ― 353 ― 416 ― 233 ―

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 43.35 ―
21年3月期第3四半期 48.70 ―

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 9,606 6,843 71.2 1,426.22
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3四半期  6,843百万円 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 △8.3 470 △17.7 470 △26.3 240 △36.1 50.02
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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3四半期 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3四半期 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3四半期 4,798,250株 21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21年10月30日に平成22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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策の実施により景気の持ち直しの兆しが見え始めた
ものの、デフレ経済による持続的な物価下落が景気後退に影響を及ぼしております。また、雇用環境の悪化により消

費者マインドが一層冷え込むなど、極めて厳しい状況のなかで推移しました。 
 当社関連の建築業界におきましては、マンション等の新設住宅着工戸数は依然として低迷し、また受注競争による
価格低下の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、現場事務所への訪問や既存顧客との関係強化による情報収集、プロジェクト
活動を通じて高付加価値商品・独自商品を提案し、受注確保に努めました。しかしながら、建設中止や着工遅延、受

注価格の下落などにより業績は低迷しました。 
  商品別では、自動ドアは、案件管理データの活用、顧客・現場訪問の徹底、ストアフロント市場・チェーン店、施
主・設計事務所への提案営業などに注力しました。しかしながら、新規案件の減少と低価格化により売上高は減少し

ました。 
  次に保守サービスでは、保証期間内訪問の徹底、安全性向上の提案を図りユーザーとの信頼関係に努めた結果、売
上高は増加しました。 
  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・ゼネコンへ新製品の提案営業を実施しましたが、
受注価格の下落などから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３四半期累計期間におきましては、売上高は前年同期に比べて6.1％減少の72億２千９百万円とな
りましたが、営業利益は経費節減等に努め同13.6％増加の４億１百万円となりました。経常利益は同2.4％減少の４
億６百万円、当四半期純利益は同11.0％減少の２億７百万円となりました。 
  
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３四半期末の総資産は、96億６百万円と前事業年度末に比べて１億８百万円の減少となりました。 
 資産の部では、流動資産は65億２千万円と前事業年度末に比べて３千１百万円の減少となりました。これは主とし
て現金及び預金が２億８千万円増加し、受取手形及び売掛金が３億５百万円減少したことによるものであります。固

定資産は30億８千５百万円と前事業年度末に比べて７千６百万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４千６百万円減少したことによるものであります。 
 負債は、27億６千２百万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。これは主として未払法
人税等が６千１百万円増加し、支払手形及び買掛金が２億５千２百万円減少したことによるものであります。 
 純資産は、68億４千３百万円と前事業年度末に比べて６千５百万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３四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２億８千１百万円増加
し、28億７百万円となりました。 
 当第３四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３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は４億４千４百万円となりました。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、仕入債務の減少及び法人税等の納付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３四半期 
累計期間 

当第３四半期 
累計期間 

  前年同期比（％） 

 自動ドア 3,293 3,056 △7.2 
 保守サービス 2,745 2,809 2.3 
 開口部商品 751 723 △3.7 
 その他 908 640 △29.5 

合  計 7,698 7,229 △6.1 

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３四半期累計期間において投資活動によって支出した資金は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３四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１億４千４百万円となりました。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、わが国経済は景気対策により一部の業界は持ち直しているものの、依然として厳し
い状況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、建設需要の減少により引き続き価格低下の傾向が続くものと思われます。  
 なお、営業利益、経常利益が経費節減等により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 
 当第３四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、当第２四半期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３四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） 9,800 440 440 240 50円02銭 

今回修正予想（Ｂ） 9,800 470 470 240 50円02銭 

増減額（Ｂ－Ａ） － 30 30 － － 

増減率（％） － 6.8 6.8 － － 

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,348,423 2,068,369
受取手形及び売掛金 2,743,660 3,049,351
商品及び製品 457,667 563,787
仕掛品 390,345 284,654
繰延税金資産 117,228 117,228
関係会社預け金 458,774 457,669
その他 25,297 27,049
貸倒引当金 △21,057 △15,973
流動資産合計 6,520,338 6,552,136

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 625,943 646,703
土地 1,819,226 1,819,226
その他（純額） 44,270 47,650
有形固定資産合計 2,489,440 2,513,580

無形固定資産 34,870 41,583
投資その他の資産   
投資有価証券 110,710 116,275
繰延税金資産 247,882 245,318
その他 297,800 329,095
貸倒引当金 △95,040 △83,261
投資その他の資産合計 561,352 607,427

固定資産合計 3,085,663 3,162,592
資産合計 9,606,002 9,714,728
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,260,197 1,512,584
短期借入金 150,000 150,000
未払金及び未払費用 192,763 185,269
未払法人税等 82,667 21,512
賞与引当金 130,150 265,699
工事補償引当金 3,400 3,500
その他 341,950 233,964
流動負債合計 2,161,128 2,372,530

固定負債   
退職給付引当金 549,772 532,468
役員退職慰労引当金 51,750 32,000
固定負債合計 601,522 564,468

負債合計 2,762,651 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 5,323,188 5,259,154
自己株式 △1,441 △1,441
株主資本合計 6,857,176 6,793,143

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △13,825 △15,414
評価・換算差額等合計 △13,825 △15,414

純資産合計 6,843,351 6,777,729
負債純資産合計 9,606,002 9,714,728
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,698,457 7,229,233
売上原価 5,164,859 4,744,895
売上総利益 2,533,598 2,484,337
販売費及び一般管理費 2,179,930 2,082,408
営業利益 353,667 401,929
営業外収益   
受取利息 5,905 2,465
受取配当金 1,664 660
保険解約返戻金 54,113 1,292
受取保険金 － 1,000
その他 3,494 3,086
営業外収益合計 65,178 8,505

営業外費用   
支払利息 1,580 1,354
売上割引 867 2,442
その他 2 390
営業外費用合計 2,450 4,187

経常利益 416,395 406,246
特別利益   
貸倒引当金戻入額 5,639 1,125
工事補償引当金戻入額 － 100
特別利益合計 5,639 1,225

特別損失   
固定資産除却損 － 1,282
投資有価証券評価損 1,712 5,237
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 84,712 6,519
税引前四半期純利益 337,321 400,952
法人税等 103,654 192,971
四半期純利益 233,667 207,981
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（第３四半期会計期間） 
（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,517,136 2,528,902
売上原価 1,651,416 1,654,510
売上総利益 865,720 874,391
販売費及び一般管理費 723,205 675,078
営業利益 142,514 199,313
営業外収益   
受取利息 1,326 475
受取配当金 767 213
受取保険金 － 1,000
その他 385 1,236
営業外収益合計 2,479 2,924

営業外費用   
支払利息 531 426
売上割引 279 899
その他 － 355
営業外費用合計 811 1,681

経常利益 144,183 200,556
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 1,980
特別損失合計 1,712 1,980

税引前四半期純利益 143,052 198,576
法人税等 64,946 94,153
四半期純利益 78,106 104,423
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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) 

当第３四半期累計期間 
(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   
税引前四半期純利益 337,321 400,952
減価償却費 44,400 45,557
貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,269 16,863
退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,432 17,303
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,500 19,750
受取利息及び受取配当金 △7,570 △3,126
支払利息 1,580 1,354
固定資産除却損 － 1,282
投資有価証券評価損益（△は益） 1,712 5,237
売上債権の増減額（△は増加） 1,146,372 371,399
たな卸資産の増減額（△は増加） △46,796 429
その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,650 1,235
仕入債務の増減額（△は減少） △423,187 △252,387
未払消費税等の増減額（△は減少） △22,479 11,735
その他の流動負債の増減額（△は減少） △52,825 △94,831
その他の資産の増減額（△は増加） △6,489 30,914
小計 982,890 573,670
利息及び配当金の受取額 7,190 3,126
利息の支払額 △1,050 △838
法人税等の支払額 △434,970 △131,816
営業活動によるキャッシュ・フロー 554,059 444,142

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 △18,206
無形固定資産の取得による支出 △5,907 △450
投資有価証券の取得による支出 △291 △268
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 △18,924
財務活動によるキャッシュ・フロー   
配当金の支払額 △191,975 △144,058
財務活動によるキャッシュ・フロー △191,975 △144,058

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） 345,024 281,158
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 1,922,995 2,807,198
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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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