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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 3,613 12.0 △31 ― △64 ― △70 ―

23年3月期第1四半期 3,227 △20.3 △206 ― △241 ― △860 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △71百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △859百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △11.09 ―

23年3月期第1四半期 △166.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 14,302 4,799 33.6
23年3月期 14,540 4,870 33.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,799百万円 23年3月期  4,870百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、後
述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 7,500 6.8 150 ― 90 ― 50 ― 9.51
通期 16,000 3.2 440 ― 310 ― 230 ― 43.79



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 期末発行済株式数（優先株式）            24年3月期1Ｑ      2,000,000株           23年3月期      2,000,000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
半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,387,123 株 23年3月期 6,387,123 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 35,256 株 23年3月期 35,212 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,351,867 株 23年3月期1Q 5,152,930 株



  

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

  

  

種類株式の配当の状況

第1回優先株式 
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 円 円 円 円

23年3月期 ―  0.00 ―  0.00  0.00

24年3月期 ―         

24年3月期(予想)    0.00 ―  7.55  7.55
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により懸念すべき問題も多いなか、景

気の先行きについては不透明なまま推移いたしました。 

当シャッター業界におきましても、建設関連投資の抑制に伴う需要の減少や受注競争激化など、いまだ極めて

厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当第１四半期連結累計期間においては、競争激化による販売価格の低迷のなか、売上高は

前年同四半期比12.0％増の3,613百万円となりました。 

利益面におきましては、営業損失は31百万円（前年同四半期比174百万円減）、経常損失は64百万円（前年同

四半期比177百万円減）となり、四半期純損失は、70百万円（前年同四半期比789百万円減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて238百万円減少し14,302百万円と

なりました。 

流動資産では前連結会計年度末比169百万円減少の6,226百万円となり、固定資産では前連結会計年度末比69百

万円減少の8,075百万円となりました。 

流動負債では前連結会計年度末比59百万円減少の8,774百万円となり、固定負債では前連結会計年度末比107百

万円減少の727百万円となりました。 

純資産では前連結会計年度末比71百万円減少の4,799百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の業績見通しにつきましては、平成23年５月13日付「平成23年３月期決算短信[日本基準](連結)」にて発

表しました内容から変更はありません。 

  

※ 業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値はさまざまな要因により、予想数

値と異なる可能性があります。 

  

（会社の経営に重要な影響を及ぼす事象）  

 当社グループは、前連結会計年度において当期純損失を計上いたしました。その結果、金融機関との金銭消費貸借

契約の財務制限条項に抵触する事実が発生し、当社グループが将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な

疑義を生じさせるような事情又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(重要事象等)が存在しており

ます。 

 しかしながら、財務制限条項に抵触する事実につきましては、取引金融機関に今後の見通しについて説明及び協議

を行い、その結果、期限の利益喪失の権利行使を行わない旨の同意を得ております。よって、継続企業の前提に関す

る重要な不確実性は認められないと考えております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 874 785

受取手形及び売掛金 3,280 2,751

商品及び製品 0 －

仕掛品 968 1,211

原材料及び貯蔵品 573 645

繰延税金資産 69 69

その他 683 810

貸倒引当金 △54 △47

流動資産合計 6,395 6,226

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,054 3,009

土地 4,143 4,143

その他（純額） 518 482

有形固定資産合計 7,715 7,635

無形固定資産 100 96

投資その他の資産   

投資有価証券 25 23

関係会社株式 － 40

その他 341 320

貸倒引当金 △37 △40

投資その他の資産合計 329 343

固定資産合計 8,145 8,075

資産合計 14,540 14,302
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,593 3,424

短期借入金 4,050 3,996

1年内返済予定の長期借入金 321 339

リース債務 69 64

未払金 278 318

未払法人税等 69 16

賞与引当金 39 9

工事損失引当金 113 161

その他 298 443

流動負債合計 8,834 8,774

固定負債   

長期借入金 549 460

リース債務 148 134

長期未払金 19 16

繰延税金負債 79 72

退職給付引当金 38 43

固定負債合計 835 727

負債合計 9,669 9,502

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,024 2,024

資本剰余金 186 186

利益剰余金 2,694 2,624

自己株式 △37 △37

株主資本合計 4,867 4,797

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3 2

その他の包括利益累計額合計 3 2

純資産合計 4,870 4,799

負債純資産合計 14,540 14,302
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,227 3,613

売上原価 2,514 2,796

売上総利益 712 816

販売費及び一般管理費 919 848

営業損失（△） △206 △31

営業外収益   

受取手数料 0 0

受取補償金 0 2

その他 2 4

営業外収益合計 4 7

営業外費用   

支払利息 20 22

シンジケートローン手数料 8 9

その他 10 6

営業外費用合計 39 39

経常損失（△） △241 △64

特別利益   

土地売却益 15 －

賞与引当金戻入額 53 －

その他 6 －

特別利益合計 76 －

特別損失   

訴訟損失引当金繰入額 680 －

特別損失合計 680 －

税金等調整前四半期純損失（△） △844 △64

法人税、住民税及び事業税 15 13

法人税等調整額 △0 △6

法人税等合計 15 6

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △860 △70

四半期純損失（△） △860 △70
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △860 △70

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 △0

その他の包括利益合計 0 △0

四半期包括利益 △859 △71

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △859 △71

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30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（△） △844 △64

減価償却費 94 90

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 5

前払年金費用の増減額（△は増加） 14 17

賞与引当金の増減額（△は減少） △122 △30

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2 48

その他の引当金の増減額（△は減少） 680 －

土地売却損益（△は益） △15 －

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 20 22

固定資産除却損 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 693 525

たな卸資産の増減額（△は増加） △211 △315

仕入債務の増減額（△は減少） 22 △168

前受金の増減額（△は減少） 52 52

前払費用の増減額（△は増加） △34 △37

未収入金の増減額（△は増加） △254 △86

その他 △33 133

小計 65 189

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △20 △22

法人税等の支払額 △57 △61

営業活動によるキャッシュ・フロー △12 105

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △26 △32

固定資産の売却による収入 20 －

関係会社株式の取得による支出 － △40

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 8 2

その他 3 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 5 △69

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） 100 △53

長期借入金の返済による支出 △133 △71

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △33 △125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △40 △88

現金及び現金同等物の期首残高 651 874

現金及び現金同等物の四半期末残高 611 785
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 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。  

  

(四半期連結貸借対照表関係) 

 受取手形割引高は、832百万円であります。 

  

連結製品別売上明細  
  

   

  

（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

（６）その他の注記事項

４．補足情報

期別 

  

  

  

 品名  

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

  至 平成23年６月30日） 
増減率 

(％)  

金額(百万円) 
構成比 

(％)  
金額(百万円) 

構成比 

(％)  

 軽量シャッター   579  18.0  588  16.3  1.7

 重量シャッター 1,759 54.5 1,936  53.6 10.1

 シャッター関連 245 7.6 293  8.1 19.5

シャッター計 2,583 80.1 2,818  78.0 9.1

 スチールドア 513 15.9 635  17.6 23.8

 建 材 他 130 4.0 158  4.4 22.3

合 計 3,227 100.0 3,613  100.0 12.0
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