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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 18,608 8.0 △338 ― △328 ― △392 ―

23年3月期第3四半期 17,231 1.7 △941 ― △924 ― △1,059 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △473百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,252百万円 （―％）

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3四半期 △44.15 ―

23年3月期第3四半期 △119.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 25,435 15,904 62.5
23年3月期 26,539 16,609 62.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  15,904百万円 23年3月期  16,609百万円

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  
 

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
24年3月期 ― 13.00 ―

24年3月期（予想） 13.00 26.00

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、対前期増減率）

（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

通期 27,500 5.9 570 ― 570 ― 500 ― 56.18



(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  ：  有  
(注) 詳細は、【添付資料】P.3「サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。 

(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） 

※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。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、【添付資
料】P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間及び第１四半期連
結累計期間より百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第３四半期連結累計期間についても百万
円単位に組替え表示しております。 

4.  その他

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3Q 9,924,075 株 23年3月期 9,924,075 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,024,295 株 23年3月期 1,024,275 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,899,792 株 23年3月期3Q 8,899,833 株
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当第３四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からくる急速な落ち込みから

回復傾向に向かっております。しかしながら、欧州を中心とした海外経済の減速懸念が浮上し、円高が

進行するなど先行きは不透明な状況となっております。 

このような情勢のもと、当社は営業部門の強化を進め、東日本大震災の復旧工事への対応、新規顧客

の開拓や既存顧客への提案営業による受注の拡大、顧客ニーズに適応する製品の開発等、積極的に取り

組んでまいりました。その結果、売上高は前年同四半期と比べ13億77百万円増加の186億８百万円とな

りました。 

損益面では、エンドユーザーへの提案営業による売価の改善及び全社を挙げて原価低減活動に取り組

んだ結果、売上総利益率は36.5％(前年同四半期比4.6ポイント改善)となりました。営業損失は３億38

百万円(前年同四半期は営業損失９億41百万円)、経常損失は３億28百万円(前年同四半期は経常損失９

億24百万円)、四半期純損失は３億92万円(前年同四半期は四半期純損失10億59百万円)となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 日本 

日本国内においては、東日本大震災の影響もありましたが、被災地における復旧工事への対応、ま

た東京においては引き続き需要の回復が見られました。この結果、当セグメントの売上高は180億21

百万円(前年同四半期比7.7％増)となりました。 

② 中国 

中国国内においては、パーティション、軽量ドアの市場拡大及びブランド力の向上に努めました。

この結果、当セグメントの売上高は５億87百万円(前年同四半期比17.5％増)となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ11億４百万円減少の254億35百万

円となりました。 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ７億56百万円減少の157億21百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が５億30百万円増加となりましたが、受取手形及び売掛金が20億１百万円減少したこ

と等によります。固定資産は、前連結会計年度末と比べ３億47百万円減少の97億13百万円となりまし

た。これは主に、有形固定資産の減価償却等によります。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ１億８百万円増加の45億73百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が５億72百万円減少となりましたが、賞与引当金が１億10百万円増加したこと等に

よります。固定負債は、前連結会計年度末と比べ５億７百万円減少の49億57百万円となりました。これ

は主に、長期借入金が４億50百万円減少したこと等によります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ７億５百万円減少の159億４百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が６億24百万円減少したこと等によります。自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ

0.1ポイント下降の62.5％となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間がほぼ計画通りの状況であり、通期の業

績予想、売上高275億円(前連結会計年度比5.9％増)、営業利益５億70百万円(前連結会計年度は営業利

益４百万円)、経常利益５億70百万円(前連結会計年度は経常利益41百万円)、当期純利益５億円(前連結

会計年度は当期純損失１億14百万円)に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

なお、南京捷林格建材有限公司を平成23年８月31日に買収し完全子会社と致しました。 

  

当連結会計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見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて

税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっ

ております。 

  

該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適

用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(追加情報)

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,579 6,109

受取手形及び売掛金 9,493 7,491

商品及び製品 704 1,061

仕掛品 90 156

原材料及び貯蔵品 464 668

繰延税金資産 63 74

その他 271 362

貸倒引当金 △186 △202

流動資産合計 16,478 15,721

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,614 2,547

機械装置及び運搬具（純額） 1,084 959

土地 3,389 3,405

建設仮勘定 0 40

その他（純額） 170 155

有形固定資産合計 7,259 7,108

無形固定資産

その他 578 499

無形固定資産合計 578 499

投資その他の資産

投資有価証券 880 800

長期貸付金 20 20

その他 1,350 1,424

貸倒引当金 △28 △139

投資その他の資産合計 2,222 2,105

固定資産合計 10,060 9,713

資産合計 26,539 25,435
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,227 1,654

短期借入金 674 655

未払法人税等 79 77

賞与引当金 267 378

役員賞与引当金 7 4

その他 1,208 1,803

流動負債合計 4,464 4,573

固定負債

長期借入金 2,105 1,655

繰延税金負債 95 61

再評価に係る繰延税金負債 434 384

退職給付引当金 2,547 2,571

その他 283 285

固定負債合計 5,465 4,957

負債合計 9,930 9,531

純資産の部

株主資本

資本金 7,121 7,121

資本剰余金 7,412 7,412

利益剰余金 3,238 2,613

自己株式 △947 △947

株主資本合計 16,824 16,200

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51 0

土地再評価差額金 226 277

為替換算調整勘定 △494 △574

その他の包括利益累計額合計 △215 △296

純資産合計 16,609 15,904

負債純資産合計 26,539 25,435
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 17,231 18,608

売上原価 11,739 11,822

売上総利益 5,491 6,786

販売費及び一般管理費 6,433 7,124

営業損失（△） △941 △338

営業外収益

受取利息 6 25

受取配当金 14 16

持分法による投資利益 0 －

受取賃貸料 11 11

デリバティブ評価益 34 7

雇用調整助成金 25 8

その他 32 37

営業外収益合計 124 107

営業外費用

支払利息 27 27

持分法による投資損失 － 0

為替差損 8 36

売上割引 12 13

デリバティブ決済損 45 7

その他 13 11

営業外費用合計 107 97

経常損失（△） △924 △328

特別損失

固定資産除却損 8 4

投資有価証券評価損 0 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10 －

特別損失合計 18 11

税金等調整前四半期純損失（△） △943 △339

法人税等 115 53

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,059 △392

四半期純損失（△） △1,059 △392
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,059 △392

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33 △51

土地再評価差額金 － 50

為替換算調整勘定 △160 △79

その他の包括利益合計 △193 △80

四半期包括利益 △1,252 △473

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,252 △473

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

５．補足情報

 受注及び販売の状況

① 受注実績

セグメントの名称
受注高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

受注残高 
(百万円)

前年同四半期比
(％)

日本 20,451 111.5 7,373 108.4

中国 749 157.1 820 124.5

合計 21,200 112.7 8,194 109.8

② 販売実績

セグメントの名称
販売高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

日本 18,021 107.7

中国 587 117.5

合計 18,608 108.0
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