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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 4,486 △4.5 206 1.8 224 9.4 114 10.4
22年3月期第2四半期 4,700 △9.3 202 △4.0 205 △24.4 103 △33.4

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2四半期 23.84 ―
22年3月期第2四半期 21.58 ―

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2四半期 9,400 6,951 73.9 1,448.95
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2四半期  6,951百万円 22年3月期  6,915百万円

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   

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 ― 15.00
23年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 9,500 △5.3 400 △27.3 400 △28.0 230 △10.2 47.93



(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 

（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） 

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 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） 23年3月期2Q 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2Q 2,729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2Q 4,798,087株 22年3月期2Q 4,798,250株

※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。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の業績等に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  3

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

ナブコドア㈱（7530）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

1



（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国経済の発展や政府の経済対策効果もあ

り、回復の兆しがみられるなかで雇用情勢は依然として厳しく、また円高・デフレ経済の影響などを受けて不透明

な状況で推移しました。 

 当社関連の建築業界におきましても、住宅建設の持ち直し等により、建設工事受注高は下げ止まり傾向にあるも

のの、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で、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、都市圏の再開発事業計画、

公立病院改革ガイドラインに沿った整備計画等へ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し

ました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は、前年同期に比べて4.5％減少の44億８千６百万円、営業利益は同

1.8％増加の２億６百万円、経常利益は同9.4％増加の２億２千４百万円、四半期純利益は同10.4％増加の１億１千

４百万円となりました。 

 商品別の概況については次のとおりです。 

 自動ドアは、取替工事につきましては中長期修繕計画の提案や、安全ガイドラインに沿った取替提案等により、

堅調に推移しましたが、新規案件が新築物件の低迷と低価格競争の影響を受け、売上高は減少しました。 

 保守サービスは、自動ドアの安全性の向上について、提案活動を継続的に努めた結果、売上高は微増となりまし

た。 

 ステンレスサッシ建材・ロスカドア等の開口部商品は、新築物件が低迷し、売上高は減少しました。 

 その他商品は、防災関連商品等が伸び悩み、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２四半期会計期間末の総資産は、94億円と前事業年度末に比べて３億８千６百万円の減少となりました。こ

れは現金及び預金が１億５千４百万円、棚卸資産が４千３百万円、それぞれ増加する一方で、受取手形及び売掛金

が５億９千２百万円減少したことが主たる要因であります。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末の負債は、24億４千９百円と前事業年度末に比べて４億２千２百万円の減少となりまし

た。これは支払手形及び買掛金が３億２千９百万円、未払法人税等が７千７百万円、それぞれ減少したことが主た

る要因であります。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産は、69億５千１百万円と前事業年度末に比べて３千５百万円の増加となりまし

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２四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

５千４百万円増加し、33億１千２百万円となりました。 

 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２億４千万円となりました。これは主として税引

前四半期純利益および売上債権の減少による資金の増加、並びに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。  

１．当四半期の業績等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  2,004  1,913  △4.5

保守サービス  1,867  1,885  1.0

開口部商品  465  347  △25.3

その他  363  339  △6.7

合   計  4,700  4,486  △4.5
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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支出した資金は１千１百万円となりました。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７千４百万円となりました。これは主として配

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 

 今後の見通しにつきましては、わが国経済は、景気の一部持ち直しの動きがあるものの、為替変動・デフレ経済

の影響や、雇用・所得環境等の悪化懸念が依然として残っており、景気は不透明感が続くものと思われます。 

 当社関連の建築業界におきましても、回復傾向が見られず、企業間競争はさらに激化することが予想されます。

 当社といたしましては、自動ドア装置の取替工事と保守サービス事業に注力するとともに、引き続き、公立病院

や福祉施設の整備案件、都市圏を中心とした再開発事業案件等の受注活動に取り組むとともに、一層の経営基盤の

強化を図るため、品質の向上、コストの削減を徹底し、収益の確保に努めてまいります。 

 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な会計処理 

 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 

 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。 

 これにより当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ248千円,税引前四半期純利益は3,159千円減

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
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３．四半期財務諸表 
（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22年９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 2,852,622 2,698,343

受取手形及び売掛金 2,193,644 2,785,969

商品及び製品 364,720 398,643

仕掛品 295,275 217,409

繰延税金資産 133,606 133,606

関係会社預け金 459,412 459,014

その他 40,758 31,322

貸倒引当金 △17,820 △20,037

流動資産合計 6,322,219 6,704,272

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 611,821 616,860

土地 1,819,226 1,819,226

その他（純額） 39,573 44,356

有形固定資産合計 2,470,621 2,480,444

無形固定資産 33,965 33,762

投資その他の資産   

投資有価証券 110,167 117,208

繰延税金資産 254,973 254,081

その他 306,346 293,560

貸倒引当金 △98,241 △96,509

投資その他の資産合計 573,244 568,340

固定資産合計 3,077,832 3,082,547

資産合計 9,400,051 9,786,819

ナブコドア㈱（7530）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 891,118 1,220,246

短期借入金 150,000 150,000

未払金及び未払費用 169,888 176,068

未払法人税等 114,067 191,542

賞与引当金 266,566 288,140

工事補償引当金 4,100 3,200

その他 238,254 231,492

流動負債合計 1,833,995 2,260,689

固定負債   

退職給付引当金 558,947 552,253

役員退職慰労引当金 45,125 58,625

資産除去債務 10,965 －

固定負債合計 615,037 610,878

負債合計 2,449,033 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 5,413,610 5,371,212

自己株式 △2,248 △1,441

株主資本合計 6,946,792 6,905,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,225 10,050

評価・換算差額等合計 4,225 10,050

純資産合計 6,951,017 6,915,251

負債純資産合計 9,400,051 9,786,819
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,700,330 4,486,679

売上原価 3,090,385 2,915,017

売上総利益 1,609,945 1,571,662

販売費及び一般管理費 1,407,329 1,365,495

営業利益 202,615 206,166

営業外収益   

受取利息 1,990 814

受取配当金 447 740

受取保険金 － 16,785

保険解約返戻金 1,292 －

その他 1,850 2,757

営業外収益合計 5,580 21,098

営業外費用   

支払利息 927 792

売上割引 1,542 1,420

その他 35 94

営業外費用合計 2,506 2,307

経常利益 205,690 224,958

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,125 －

工事補償引当金戻入額 100 －

特別利益合計 1,225 －

特別損失   

投資有価証券評価損 3,257 529

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,910

固定資産除却損 1,282 －

特別損失合計 4,539 3,439

税引前四半期純利益 202,376 221,518

法人税等 98,818 107,146

四半期純利益 103,558 114,372
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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 202,376 221,518

減価償却費 30,029 27,620

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） 11,657 △484

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,684 6,693

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,000 △13,500

受取利息及び受取配当金 △2,438 △1,555

受取保険金 － △16,785

支払利息 927 792

固定資産除却損 1,282 －

投資有価証券評価損 3,257 529

売上債権の増減額（△は増加） 640,562 615,747

たな卸資産の増減額（△は増加） 38,602 △43,942

仕入債務の増減額（△は減少） △433,922 △329,127

その他の資産の増減額（△は増加） 19,028 △24,144

その他の負債の増減額（△は減少） △7,234 △44,270

小計 529,813 402,000

利息及び配当金の受取額 2,438 1,565

保険金の受取額 － 18,800

利息の支払額 △764 △724

法人税等の支払額 △9,958 △181,389

営業活動によるキャッシュ・フロー 521,527 240,253

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 △17,974 △9,405

無形固定資産の取得による支出 △450 △1,568

投資有価証券の取得による支出 △179 △215

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,603 △11,188

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △806

配当金の支払額 △72,085 △73,580

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,085 △74,387

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） 430,838 154,676

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 2,956,877 3,312,035
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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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