
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,064  △7.9  30  △53.5  48  △29.4  19  △47.3

22年３月期第１四半期  2,242  △6.6  66  869.5  68  472.5  37  185.5

  
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 

23年３月期第１四半期  4  15  －  －

22年３月期第１四半期  7  86  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  9,560  6,859  71.8  1,429  61

22年３月期  9,786  6,915  70.7  1,441  20

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 6,859百万円 22年３月期 6,915百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  15 00 － － 15 00  30  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  15 00 － － 15 00  30  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  4,500  △4.3  180  △11.2  180  △12.5  100  △3.4  20  84

通期  9,500  △5.3  400  △27.3  400  △28.0  230  △10.2  47  93



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 4,800,000株 22年３月期 4,800,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,750株 22年３月期 1,750株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,798,250株 22年３月期１Ｑ 4,798,250株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、景気の底入れ感があるものの、世界的な景気減速懸念や欧州の財

政不安を背景に雇用情勢の不安、個人消費が低迷するなど、厳しい状況で推移いたしました。   

 建築業界におきましては、商業施設、新設住宅着工戸数の減少など建設需要の低迷から低価格競争の激化が続い

ております。  

  このような状況のなかで、当社は都市圏の再開発プロジェクトなどの受注活動に努めるとともにリニューアル

市場の開拓に注力いたしましたが、厳しい環境のもとで業績は低迷しました。 

 その結果、当第１四半期会計期間の売上高は、前年同期に比べて7.9％減少の20億６千４百万円、営業利益は同

53.5％減少の３千万円、経常利益は同29.4％減少の４千８百万円、四半期純利益は同47.3％減少の１千９百万円と

なりました。 

 商品別の概況については次のとおりです。 

 自動ドアは、顧客に対して中長期修繕計画の提案活動を展開しリニューアル案件は増加しました。新規案件につ

きましては、設計事務所・大手ゼネコンへの提案営業に努めましたが、計画規模の縮小や価格競争の激化により、

売上高は減少しました。 

 保守サービスは、お客様に対し自動ドアの安全性の向上についてきめ細かく対応し、安全対策等の提案活動に努

めました結果、売上高は前年同期並みとなりました。 

 ステンレスサッシ建材、ロスカドア等の開口部商品は、引き続き施主・設計事務所・ゼネコン向けにＰＲ活動を

強化するなど拡販に注力しましたが、売上高は減少しました。 

 その他商品は、産業用自動ドア、防災関連商品等が減少したため、売上高は減少しました。  

  

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

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末の資産は、95億６千万円と前事業年度末に比べて２億２千６百万円の減少となりまし

た。内訳は、流動資産が２億１千６百万円の減少、固定資産が９百万円の減少であります。流動資産の減少は、現

金及び預金が１億６千万円、棚卸資産が１億４千９百万円、それぞれ増加する一方で、受取手形及び売掛金が５億

２千６百万円減少したことが主たる要因であります。固定資産の減少は、投資その他の資産の減少が主たる要因で

あります。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末の負債は、27億円と前事業年度末に比べて１億７千万円の減少となりました。これは支

払手形及び買掛金が１億４千６百万円、未払法人税等が１億６千２百万円、賞与引当金が１億５千４百万円、それ

ぞれ減少し、未払金及び未払費用が２億６千４百万円増加したことが主たる要因であります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産は、68億５千９百万円と前事業年度末に比べて５千５百万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が主たる要因であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べて１億

６千１百万円増加し、33億１千８百万円となりました。 

 当第１四半期会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。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

商品区分   前事業年度  当事業年度 増減率  

 自動ドア   935  842 △9.9％  

 保守サービス 902 912 1.2％  

 開口部商品 224 147 △34.1％  

 その他 181  162 △10.7％  

 合   計 2,242 2,064 △7.9％  



（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は２億４千４百万円となりました。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、棚卸資産の増加及び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。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において投資活動によって支出した資金は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１四半期会計期間において財務活動によって支出した資金は７千３百万円となりました。これは配当金の支

払によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月７日決算短信で発表した業績予想に変更はありませ

ん。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ①棚卸資産の評価方法 

  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おります。 

 ②税金費用の計算 

  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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要  

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。  

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ124千円減少し、税引前四半期純利益は3,034千円減少しておりま

す。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。   

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,859,285 2,698,343

受取手形及び売掛金 2,259,677 2,785,969

商品及び製品 504,316 398,643

仕掛品 260,783 217,409

繰延税金資産 133,606 133,606

関係会社預け金 459,222 459,014

その他 29,819 31,322

貸倒引当金 △19,232 △20,037

流動資産合計 6,487,478 6,704,272

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 617,911 616,860

土地 1,819,226 1,819,226

その他（純額） 43,434 44,356

有形固定資産合計 2,480,572 2,480,444

無形固定資産 32,118 33,762

投資その他の資産   

投資有価証券 112,629 117,208

繰延税金資産 255,196 254,081

その他 294,277 293,560

貸倒引当金 △101,821 △96,509

投資その他の資産合計 560,281 568,340

固定資産合計 3,072,973 3,082,547

資産合計 9,560,452 9,786,819



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,073,410 1,220,246

短期借入金 150,000 150,000

未払金及び未払費用 440,976 176,068

未払法人税等 29,048 191,542

賞与引当金 133,955 288,140

工事補償引当金 4,100 3,200

その他 270,610 231,492

流動負債合計 2,102,100 2,260,689

固定負債   

退職給付引当金 547,815 552,253

役員退職慰労引当金 40,000 58,625

資産除去債務 10,903 －

固定負債合計 598,718 610,878

負債合計 2,700,819 2,871,568

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 5,319,136 5,371,212

自己株式 △1,441 △1,441

株主資本合計 6,853,125 6,905,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,507 10,050

評価・換算差額等合計 6,507 10,050

純資産合計 6,859,632 6,915,251

負債純資産合計 9,560,452 9,786,819



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,242,945 2,064,942

売上原価 1,482,037 1,352,314

売上総利益 760,907 712,627

販売費及び一般管理費 694,884 681,902

営業利益 66,023 30,725

営業外収益   

受取利息 1,392 547

受取配当金 352 596

受取保険金 － 16,785

その他 2,043 857

営業外収益合計 3,788 18,786

営業外費用   

支払利息 461 394

売上割引 710 657

その他 31 38

営業外費用合計 1,203 1,089

経常利益 68,608 48,421

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,008 －

特別利益合計 7,008 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,910

特別損失合計 － 2,910

税引前四半期純利益 75,616 45,511

法人税等 37,895 25,613

四半期純利益 37,721 19,898



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 75,616 45,511

減価償却費 14,755 13,821

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,910

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,063 4,507

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,681 △4,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,000 △18,625

受取利息及び受取配当金 △1,745 △1,143

受取保険金 － △16,785

支払利息 461 394

売上債権の増減額（△は増加） 475,911 562,068

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,131 △149,046

仕入債務の増減額（△は減少） △299,459 △146,835

その他の資産の増減額（△は増加） 34,504 △1,585

その他の負債の増減額（△は減少） 115,373 114,929

小計 428,032 405,682

利息及び配当金の受取額 1,745 1,154

保険金の受取額 － 18,800

法人税等の支払額 △14,973 △181,134

営業活動によるキャッシュ・フロー 414,804 244,503

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 △8,672 △9,239

無形固定資産の取得による支出 △450 △443

投資有価証券の取得による支出 △86 △89

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,209 △9,772

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △72,038 △73,580

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,038 △73,580

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） 333,556 161,149

現金及び現金同等物の期首残高 2,526,039 3,157,358

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,859,595 3,318,508



 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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