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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 10,168 1.3 582 5.8 591 6.5 315 23.3
22年3月期 10,036 △6.1 550 △3.6 555 △12.8 256 △31.9

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 65.78 ― 4.5 6.1 5.7
22年3月期 53.35 ― 3.7 5.7 5.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 9,698 7,084 73.0 1,476.83
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  7,084百万円 22年3月期  6,915百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △86 △16 △144 2,908
22年3月期 797 △21 △144 3,157

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計） 配当性向

純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 143 56.2 2.1
23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 143 45.6 2.1
24年3月期(予想) ― 15.00 ― 15.00 30.00 42.3

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 4,700 4.8 200 △3.0 200 △11.1 160 39.9 33.35
通期 10,000 △1.7 560 △3.9 560 △5.4 340 7.7 70.87



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、当決算短信【添付資料】P.13「4.財務諸表(7)会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 2,729 株 22年3月期 1,750 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 4,797,679 株 22年3月期 4,798,250 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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。業績予想に関する事項については、当決算短信【添付資料】P.2「1.経営成績(1)経営成績に関す
る分析」をご覧ください。 
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（1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益に改善の動きが見られたものの、厳しい雇用情勢に加え、デフ

レや円高が続く環境下で、景気の回復は力強さを欠いたまま推移しました。 

当社関連の建築業界におきましては、住宅、マンション建設は改善しましたが、公共施設・商業施設・オフ

ィスビル等の着工は低水準で推移し、受注競争が一段と激化するなど厳しい状況が続きました。 

このような状況のなかで、当社は病院や福祉施設の案件、大阪府下を中心とした再開発事業等の新築物件の

受注活動に努めました。また、ゼネコンをはじめとする建築業界がリニューアル事業の強化を図るなか、当社

も自動ドアの取替工事、保守サービス事業に注力しました。 

その結果、当事業年度の売上高は、前事業年度に比べて1.3％増加の101億６千８百万円、営業利益は同5.8％

増加の５億８千２百万円、経常利益は同6.5％増加の５億９千１百万円、当期純利益は同23.3％増加の３億１千

５百万円となりました。 

商品別の概況については次のとおりです。 

自動ドアは、建築業界の低迷と低価格競争の影響を受け、新築物件の売上高は減少しましたが、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、リニューアル市場向けの売上高は増加しました。 

保守サービスは、自動ドアに対する顧客の安全意識の向上や機器保全についての提案活動に努めた結果、売

上高は微増となりました。 

ステンレスサッシ等の開口部商品は、新築物件の低迷により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）

  

（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、わが国経済は海外経済に牽引され回復基調にあるなかで、本年３月に発生し

ました東日本大震災の影響により、景気の先行きに不透明感が増しつつあります。 

次期の見通しといたしましては、自動ドアは大型案件が減少するもののリニューアル事業の強化を図り、売

上高は前期並みに推移する見込みです。 

保守サービスは、引き続き安全意識の向上や機器保全の提案活動の強化を行い、売上高は微増となる見込み

です。 

開口部商品は、大型案件の減少に伴い売上高は微減となる見込みです。 

これらにより、売上高は100億円、営業利益は５億６千万円、経常利益は５億６千万円、当期純利益は３億４

千万円の予想をしております。 

  

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

 当事業年度末の総資産は、96億９千８百万円と前事業年度に比べて８千８百万円の減少となりました。流動資

産は67億６千万円と前事業年度末に比べて５千６百万円の増加となりました。これは受取手形・売掛金が２億９

千９百万円増加し、現金及び預金が２億４千９百万円減少したことが主たる要因であります。固定資産は29億３

千７百万円と前事業年度末に比べて１億４千４百万円の減少となりました。これは有形固定資産が３千３百万

円、繰延税金資産が８千９百万円それぞれ減少したことが主たる要因であります。 

（ロ）負債 

 当事業年度末の負債は、26億１千３百万円と前事業年度末に比べて２億５千７百万円の減少となりました。こ

れは未払法人税等が１億２百万円、退職給付引当金が２億３千万円それぞれ減少し、支払手形・買掛金が２千１

百万円増加したことが主たる要因であります。 

１．経営成績

商品区分 前事業年度 当事業年度 増減率（％） 

自動ドア  4,272  4,436  3.8

保守サービス  3,765  3,814  1.3

開口部商品  987  954  △3.3

その他  1,011  963  △4.8

合   計  10,036  10,168  1.3
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（ハ）純資産 

 当事業年度末の純資産は、70億８千４百万円と前事業年度末に比べて１億６千９百万円の増加となりました。

これは、当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 

 当事業年度末における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２億４千

８百万円減少し、29億８百万円となりました。 

 当事業年度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） 

 当事業年度において営業活動によって支出した資金は８千６百万円（前事業年度は７億９千７百万円の増加）と

なりました。これは主として税引前当期純利益による資金の増加、売上債権の増加並びに退職年金基金への拠出に

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） 

 当事業年度において投資活動によって支出した資金は１千６百万円（前事業年度は２千１百万円の支出）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） 

 当事業年度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（前事業年度は１億４千４百万円の支

出）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。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移                       

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

２.営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 

３.有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

４.利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

５.平成23年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率並びにインタレスト・カバレッジ・レシオの指標につ

きましては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。  

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配当につきましては、当期の業績を基本として中長期的な収益力及び内部留保の状況等を勘案して、継続

的な安定配当を行うことを基本方針としております。なお、内部留保金は、将来の事業展開を踏まえた経営基盤

の強化に有効に投資してまいります。 

 当期の期末配当につきましては、１株当たり15円を予定しております。これに中間配当15円を加え、当期の年

間配当額は30円となります。次期につきましては、１株当たり30円（中間15円、期末15円）を予定しておりま

す。 

  

  
平成19年
３月期 

平成20年
３月期 

平成21年 
３月期 

平成22年 
３月期 

平成23年
３月期 

 自己資本比率（％）  61.0  66.0  69.8  70.7  73.0

 時価ベースの自己資本比率（％）  47.6  50.3  40.9  41.7  44.0

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  0.2  1.9  0.2  0.2  －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  345.4  37.0  553.5  488.8  －
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（4）事業等のリスク 

①売上債権の回収について 

 当社は、貸倒損失を 小限に止めるため社内与信管理規程に基づく与信管理を行っておりますが、当社の販売先

の業況悪化により当社が多額の貸倒損失を蒙った場合、当社の経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

  

②特定の取引先に依存した仕入形態について 

 当社は、主力商品である自動ドアの仕入先として、親会社のナブテスコ㈱に依存しており、その仕入額は当事業

年度においては総仕入高の約50％に及んでおります。 

 ナブテスコ㈱の製造設備に重大な災害が発生、または被災した場合、当社に対する納品量が減少し、当社は販売

先への施工・引渡しが遅延し請負契約の履行ができなくなる可能性があります。  

  

③重要な訴訟について 

 当社には、訴訟、その他の法的手続の対象となるリスクがあります。これらの法的なリスクについては、当社の

総務人事部が管理しており、またナブテスコグループの一員としてナブテスコ㈱とも連携を取りながら必要に応じ

て取締役会または監査役会に報告する管理体制となっております。当事業年度において当社の事業に重大な影響を

及ぼす訴訟は提起されておりませんが、将来重要な訴訟等が提起された場合には、当社の経営成績および財務状況

等に重要な影響を及ぼす可能性があります。    

   

 近の有価証券報告書（平成22年６月24日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

   

（1）会社の経営の基本方針 

当社は、「安全・安心・快適」を基本にお客様に満足していただける商品・サービスを提供することにより

利益ある成長を図ることを基本としております。 

  

（2）目標とする経営指標 

当社は、企業価値の増大と財務体質の強化を図るため、主要経営指標としてＲＯＡおよびその改善度を採用

しております。 

  

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成23年度を初年度とする「中期３ヵ年経営計画」を策定しました。その基本方針は次のとおりで

あります。 

〔基本方針〕 

①アフターマーケットビジネスの拡大 

保守サービスの拡大と、リニューアル市場の開拓を図ります。 

②開口部一式受注を軸とした売上増大 

受注形態の変化に対応した組織的営業体制を構築し、自動ドア周辺分野のさらなる拡販とシェアアップを目

指します。 

③新規販売チャネルの開拓 

全国展開顧客の本部一括契約と合わせて、関連企業とのアライアンスの構築を図ります。 

  

（4）会社の対処すべき課題 

当社としましては、公共病院再編等の整備計画案件および都市圏の再開発事業の受注活動に努めるととも

に、引き続き自動ドアの安全性向上と保全についての提案活動に取り組んでまいります。また、人材の育成、

組織・サービス体制の再編、業務の効率化、経営基盤の強化を図ってまいります。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,698,343 2,449,006

受取手形 779,323 839,101

売掛金 2,006,646 2,246,718

商品及び製品 398,643 360,470

仕掛品 217,409 267,537

前払費用 28,389 28,216

繰延税金資産 133,606 124,198

関係会社預け金 459,014 459,738

その他 2,932 7,567

貸倒引当金 △20,037 △21,674

流動資産合計 6,704,272 6,760,880

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,196,488 1,199,643

減価償却累計額 △579,628 △603,587

建物（純額） 616,860 596,055

構築物 33,956 33,956

減価償却累計額 △23,999 △25,385

構築物（純額） 9,957 8,571

工具、器具及び備品 158,774 158,809

減価償却累計額 △124,374 △135,241

工具、器具及び備品（純額） 34,399 23,568

土地 1,819,226 1,819,226

有形固定資産合計 2,480,444 2,447,421

無形固定資産   

ソフトウエア 21,738 18,205

電話加入権 12,024 12,024

無形固定資産合計 33,762 30,229

投資その他の資産   

投資有価証券 117,208 114,618

破産更生債権等 55,650 47,708

長期前払費用 3,979 3,625

繰延税金資産 254,081 164,738

保険積立金 28,084 19,216

差入保証金 113,761 112,996

その他 92,084 87,308

貸倒引当金 △96,509 △90,136

投資その他の資産合計 568,340 460,076

固定資産合計 3,082,547 2,937,727

資産合計 9,786,819 9,698,607
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 160,017 －

買掛金 1,060,228 1,242,071

短期借入金 150,000 150,000

未払金 49,841 50,370

未払費用 126,226 130,969

未払法人税等 191,542 88,965

未払消費税等 33,637 18,409

前受金 186,438 251,646

預り金 11,416 11,799

賞与引当金 288,140 275,288

工事補償引当金 3,200 3,500

流動負債合計 2,260,689 2,223,020

固定負債   

退職給付引当金 552,253 321,721

役員退職慰労引当金 58,625 58,000

資産除去債務 － 11,090

固定負債合計 610,878 390,811

負債合計 2,871,568 2,613,832

純資産の部   

株主資本   

資本金 848,000 848,000

資本剰余金   

資本準備金 687,430 687,430

資本剰余金合計 687,430 687,430

利益剰余金   

利益準備金 117,840 117,840

その他利益剰余金   

別途積立金 4,600,000 4,600,000

繰越利益剰余金 653,372 825,021

利益剰余金合計 5,371,212 5,542,861

自己株式 △1,441 △2,248

株主資本合計 6,905,200 7,076,043

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,050 8,732

評価・換算差額等合計 10,050 8,732

純資産合計 6,915,251 7,084,775

負債純資産合計 9,786,819 9,698,607
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 10,036,913 10,168,399

売上原価 6,671,503 6,811,267

売上総利益 3,365,409 3,357,131

販売費及び一般管理費 2,814,992 2,774,569

営業利益 550,416 582,562

営業外収益   

受取利息 1,726 907

有価証券利息 1,209 297

受取配当金 755 1,153

受取保険金 － 16,785

保険解約返戻金 1,292 －

その他 5,946 5,026

営業外収益合計 10,930 24,169

営業外費用   

支払利息 1,766 1,516

売上割引 3,395 3,117

保険解約損 － 9,554

その他 575 573

営業外費用合計 5,736 14,761

経常利益 555,610 591,969

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,125 －

工事補償引当金戻入額 300 －

特別利益合計 1,425 －

特別損失   

投資有価証券評価損 40,124 529

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 2,774 －

特別損失合計 42,898 3,439

税引前当期純利益 514,136 588,530

法人税、住民税及び事業税 298,002 173,071

法人税等調整額 △39,870 99,877

法人税等合計 258,132 272,948

当期純利益 256,004 315,582
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 848,000 848,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 848,000 848,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 687,430 687,430

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 687,430 687,430

資本剰余金合計   

前期末残高 687,430 687,430

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 687,430 687,430

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 117,840 117,840

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 117,840 117,840

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,600,000 4,600,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,600,000 4,600,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 541,314 653,372

当期変動額   

剰余金の配当 △143,947 △143,932

当期純利益 256,004 315,582

当期変動額合計 112,057 171,649

当期末残高 653,372 825,021

利益剰余金合計   

前期末残高 5,259,154 5,371,212

当期変動額   

剰余金の配当 △143,947 △143,932

当期純利益 256,004 315,582

当期変動額合計 112,057 171,649

当期末残高 5,371,212 5,542,861

ナブコドア㈱（7530） 平成23年３月期 決算短信（非連結）

8



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,441 △1,441

当期変動額   

自己株式の取得 － △806

当期変動額合計 － △806

当期末残高 △1,441 △2,248

株主資本合計   

前期末残高 6,793,143 6,905,200

当期変動額   

剰余金の配当 △143,947 △143,932

当期純利益 256,004 315,582

自己株式の取得 － △806

当期変動額合計 112,057 170,842

当期末残高 6,905,200 7,076,043

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △15,414 10,050

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,464 △1,317

当期変動額合計 25,464 △1,317

当期末残高 10,050 8,732

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △15,414 10,050

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,464 △1,317

当期変動額合計 25,464 △1,317

当期末残高 10,050 8,732

純資産合計   

前期末残高 6,777,729 6,915,251

当期変動額   

剰余金の配当 △143,947 △143,932

当期純利益 256,004 315,582

自己株式の取得 － △806

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,464 △1,317

当期変動額合計 137,521 169,524

当期末残高 6,915,251 7,084,775
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 514,136 588,530

減価償却費 61,113 55,336

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） 17,311 △4,736

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,784 △230,531

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,625 △625

受取利息及び受取配当金 △3,691 △2,357

受取保険金 － △16,785

支払利息 1,766 1,516

投資有価証券評価損益（△は益） 40,124 529

固定資産除却損 2,774 －

売上債権の増減額（△は増加） 247,520 △234,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 232,388 △11,953

仕入債務の増減額（△は減少） △292,338 21,825

その他の資産の増減額（△は増加） 30,619 16,513

その他の負債の増減額（△は減少） 24,937 △20,563

小計 923,073 164,966

利息及び配当金の受取額 3,691 2,368

保険金の受取額 － 18,800

利息の支払額 △1,630 △1,432

法人税等の支払額 △127,972 △271,692

営業活動によるキャッシュ・フロー 797,161 △86,990

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 △19,944 △12,296

無形固定資産の取得による支出 △1,394 △4,193

投資有価証券の取得による支出 △357 △393

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,695 △16,883

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 △144,146 △143,932

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,146 △144,739

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） 631,319 △248,613

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期末残高 3,157,358 2,908,744
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     該当事項はありません。  

   

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 (1) 商品 

移動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）を採用しております。 

 (1) 商品 

同左 

   (2) 仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）を採用しております。 

 (2) 仕掛品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物     ８～50年 

構築物    10～20年 

工具、器具及び備品 ３～20年 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

   (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

   (3) 長期前払費用 

定額法 

 (3) 長期前払費用 

同左 

   (4) リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 (4) リース資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

４．引当金の計上基準  (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

   (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に充てるため賞与支

給見込額に基づき計上しております。 

 (2）賞与引当金 

同左 

   (3）工事補償引当金 

請負工事に係る目的物の瑕疵担保責任に

基づく補償費に備えるため、補償期間内

の補償額を過去２年間の実績を基礎に将

来の補償見込額を加味して計上しており

ます。 

 (3）工事補償引当金 

同左 

   (4）退職給付引当金 

従業員及び執行役員の退職金の支払に充

てるため、従業員については当事業年度

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定

率法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理しております。 

また、執行役員については、内規に基づ

く期末支給見積額を基準として計上して

おります。 

 (4）退職給付引当金 

同左 

  （会計方針の変更) 

当事業年度より、「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正(その３)」(企業会

計基準第19号 平成20年７月31日)を適

用しております。 

なお、従来の方法による割引率と同一の

割引率を使用することとなったため、当

事業年度の財務諸表に与える影響はあり

ません。 

──────── 

  

  

   (5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるため内

規に基づく期末支給見積額を基準として

計上しております。 

 (5）役員退職慰労引当金 

同左 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない、取

得日から３ヵ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左  
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（７）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益、経常利益はそれ

ぞれ497千円、税引前当期純利益は3,407千円減少してお

ります。  

（８)表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（損益計算書） 

 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「有価証券利息」は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。なお、前事

業年度における「有価証券利息」の金額は2,405千円であ

ります。  

──────── 

（９）財務諸表に関する注記

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

  関係会社に対する主な資産・負債で各科目に含まれて

いるものは次のとおりであります。 

  関係会社に対する主な資産・負債で各科目に含まれて

いるものは次のとおりであります。 

買掛金 765,294千円 買掛金 869,918千円 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  関係会社との主な取引高は次のとおりであります。   関係会社との主な取引高は次のとおりであります。 

仕入高 2,848,457千円 仕入高 3,021,865千円 
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,800,000  －  －  4,800,000

合計  4,800,000  －  －  4,800,000

自己株式         

普通株式  1,750  －  －  1,750

合計  1,750  －  －  1,750

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  71,973  15.00 平成21年３月31日 平成21年６月24日 

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  71,973  15.00 平成21年９月30日 平成21年12月１日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  71,973 利益剰余金  15.00 平成22年３月31日 平成22年６月24日

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,800,000  －  －  4,800,000

合計  4,800,000  －  －  4,800,000

自己株式         

普通株式  1,750  979  －  2,729

合計  1,750  979  －  2,729
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３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  71,973  15.00 平成22年３月31日 平成22年６月24日 

平成22年10月29日 

取締役会 
普通株式  71,959  15.00 平成22年９月30日 平成22年12月１日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月23日 

定時株主総会(予定) 
普通株式  71,959 利益剰余金  15.00 平成23年３月31日 平成23年６月24日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在）

  （千円）

 現金及び預金勘定  2,698,343

 関係会社預け金  459,014

 現金及び現金同等物  3,157,358

  （千円）

 現金及び預金勘定  2,449,006

 関係会社預け金  459,738

 現金及び現金同等物  2,908,744
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（リース取引関係）

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引 

  リース取引開始日が平成20年３月31日

以前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を適用してお

り、その内容は以下のとおりでありま

す。 

  リース取引開始日が平成20年３月31日

以前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を適用してお

り、その内容は以下のとおりでありま

す。 

  １．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

  

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

車両運搬具 11,605 10,185 1,419

工具、器具
及び備品 33,799 24,128 9,671

合計 45,405 34,313 11,091

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

車両運搬具  5,483  5,331 152

工具、器具
及び備品  21,311  17,207 4,104

合計  26,795  22,538 4,256

  ２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内 7,096千円 

１年超 4,522  

計 11,618  

１年以内 3,519千円 

１年超 1,003  

計 4,522  

  ３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

  支払リース料 16,199千円 

減価償却費相当額 13,218  

支払利息相当額 822  

支払リース料 7,364千円 

減価償却費相当額 6,834  

支払利息相当額 267  

  ４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

（減価償却費相当額の算定方法） 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

（減価償却費相当額の算定方法） 

同左 

  （利息相当額の算定方法） 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分については、利息法によってお

ります。 

（利息相当額の算定方法） 

同左 

  （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

（減損損失について） 

同左 

オペレーティング・リース取

引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年以内 31,728千円 

１年超 37,784  

計 69,512  

１年以内 43,556千円 

１年超 45,582  

計 89,138  
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前事業年度（平成22年３月31日現在）  

１．その他有価証券 

 （注）非上場株式（貸借対照表計上額900千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められ

るため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

２．減損処理を行った有価証券 

当事業年度において、株式5,237千円、その他債券34,887千円、それぞれ減損を行っております。  

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。 

当事業年度（平成23年３月31日現在）  

１．その他有価証券 

 （注）非上場株式（貸借対照表計上額900千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められ

るため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

２．減損処理を行った有価証券 

当事業年度において、株式について529千円、減損を行っております。  

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。 

（有価証券関係）

  種類 貸借対照表計上額（千円） 取得原価（千円）  差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

① 株式  34,831  17,639  17,191

② 債券  －  －  －

③ その他  1,644  1,435  208

小計  36,476  19,075  17,400

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

① 株式  26,482  29,552  △3,070

②  債券                  

  その他債券  53,350  53,350  －

③ その他  －  －  －

小計  79,832  82,902  △3,070

合計  116,308  101,977  14,330

  種類 貸借対照表計上額（千円） 取得原価（千円）  差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

① 株式  39,758  18,084  21,673

② 債券  －  －  －

③ その他  1,524  1,435  88

小計  41,282  19,520  21,762

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

① 株式  20,036  28,961  △8,925

②  債券                  

  その他債券  52,400  53,350  △950

③ その他  －  －  －

小計  72,436  82,311  △9,875

合計  113,718  101,832  11,886
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社の退職給付制度は、勤続期間が３年以上の従業員が退職する場合、社内規程に基づき退職時までの勤

続年数や給与等に基づき算定された退職金を支払うこととなっております。この退職金の支払に充てるた

め、必要資金の内部留保の他に、適格退職年金制度を採用し、外部拠出を行っております。退職者に対して

は社内引当資金及び適格退職年金から各々退職金（一時金又は年金）が支払われることとなります。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

  （単位：千円）

  
前事業年度 

（平成22年３月31日現在） 

当事業年度 

（平成23年３月31日現在） 

イ．退職給付債務  1,434,306  1,409,257

ロ．年金資産  600,182  879,608

ハ．未積立退職給付債務  834,123  529,648

ニ．未認識数理計算上の差異  281,869  207,927

ホ．退職給付引当金  552,253  321,721

  （単位：千円）

  

前事業年度 

（平成21年４月１日～ 

平成22年３月31日） 

当事業年度 

（平成22年４月１日～ 

平成23年３月31日） 

イ．勤務費用  87,375  103,839

ロ．利息費用  26,076  28,283

ハ．期待運用収益（減算）  △10,416       －

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  54,672  58,065

ホ．退職給付費用  157,707  190,187

  
前事業年度 

    （平成22年３月31日現在） 

当事業年度 

    （平成23年３月31日現在） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％ 2.0％ 

ハ．期待運用収益率 2.0％ 0.0％ 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数  －  －

ホ．数理計算上の差異の処理年数 10年（定率法）  10年（定率法） 

ナブコドア㈱（7530） 平成23年３月期 決算短信（非連結）

18



前事業年度、当事業年度とも該当事項はありません。 

当事業年度（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

 当社は、自動ドア装置等の販売・施工・保守サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

（追加情報） 

 当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適

用しております。  

  

（税効果会計関係）

前事業年度（平成22年３月31日） 当事業年度（平成23年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（単位：千円） （単位：千円）

未払事業税  14,761

貸倒引当金  27,947

賞与引当金  116,408

退職給付引当金  223,110

役員退職慰労引当金  23,684

投資有価証券等評価損  27,613

その他  7,692

繰延税金資産小計   441,219

評価性引当額  △49,251

繰延税金資産合計  391,967

その他有価証券差額金  △4,280

繰延税金負債合計  △4,280

繰延税金資産の純額  387,687

未払事業税  7,615

貸倒引当金  26,503

賞与引当金  111,767

退職給付引当金  130,618

役員退職慰労引当金  23,548

投資有価証券等評価損  27,961

その他  13,781

繰延税金資産小計   341,796

評価性引当額  △49,706

繰延税金資産合計  292,089

その他有価証券差額金  △3,154

繰延税金負債合計  △3,154

繰延税金資産の純額  288,936

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

（単位：％）  （単位：％） 

法定実効税率  40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入

されない項目 
 2.1

住民税均等割等  4.6

評価性引当額  2.6

その他  0.3

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 
 50.2

法定実効税率  40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入

されない項目 
 2.2

住民税均等割等  3.9

評価性引当額  0.0

その他  △0.3

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 
 46.4

（持分法投資損益等）

（セグメント情報）
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．関連当事者との取引 

親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

 （注）１．上記金額のうち、商品の仕入の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 商品の仕入については、市場価格を参考に決定しております。 

 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

   親会社情報 

    ナブテスコ㈱（東京証券取引所に上場） 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．関連当事者との取引 

親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

 （注）１．上記金額のうち、商品の仕入の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 商品の仕入については、市場価格を参考に決定しております。 

 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

   親会社情報 

    ナブテスコ㈱（東京証券取引所に上場） 

（関連当事者情報）

種類 会社等の名称 所在地 資本金 
（千円） 

事業の内容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）

親会社 ナブテスコ㈱ 東京都 

港区 

10,000,000 精密、輸送用、航

空・油圧、産業用

機器事業を営むこ

と、並びにこれら

の事業を営む会社

の事業活動を支

配・管理すること 

直接 

63.4％

商品の仕入 

役員の兼任 

  

資金の貸付  1,346 関係会

社預け

金 

459,014

商品の仕入  2,848,457 買掛金 765,294

種類 会社等の名称 所在地 資本金 
（千円） 

事業の内容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）

親会社 ナブテスコ㈱ 東京都 

港区 

10,000,000 精密、輸送用、航

空・油圧、産業用

機器事業を営むこ

と、並びにこれら

の事業を営む会社

の事業活動を支

配・管理すること 

直接 

63.4％

商品の仕入 

役員の兼任 

  

資金の貸付  725 関係会

社預け

金 

459,738

商品の仕入  3,021,865 買掛金 869,918
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 （注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

 金融商品及び資産除去債務に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しております。また、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関す

る注記事項については、前事業年度、当事業年度とも該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額               1,441円20銭 円 銭 1,476 83

１株当たり当期純利益金額            53円35銭             円 銭 65 78

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、新株予約権付

社債等潜在株式がないため記載してお

りません。 

同左 

  
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  256,004  315,582

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  256,004  315,582

期中平均株式数（千株）  4,798  4,797

  
前事業年度末 

 （平成22年３月31日） 
当事業年度末 

 （平成23年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  6,915,251  7,084,775

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  6,915,251  7,084,775

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株） 
 4,798  4,797

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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