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1.  平成24年3月期の業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 10,618 4.4 695 19.3 692 17.0 374 18.7
23年3月期 10,168 1.3 582 5.8 591 6.5 315 23.3

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 ％ ％ ％

24年3月期 78.07 ― 5.2 6.9 6.5
23年3月期 65.78 ― 4.5 6.1 5.7

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 10,394 7,305 70.3 1,522.93
23年3月期 9,698 7,084 73.0 1,476.83

（参考） 自己資本   24年3月期  7,305百万円 23年3月期  7,084百万円

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

24年3月期 817 △14 △143 3,567
23年3月期 △86 △16 △144 2,908

2.  配当の状況 

(注) 24年３月期期末配当金の内訳  記念配当 10円00銭 

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 ％ ％

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 143 45.6 2.1
24年3月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00 191 51.2 2.7
25年3月期(予想) ― 15.00 ― 15.00 30.00 32.0

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 5,000 5.3 300 37.3 300 38.2 150 4.1 31.27
通期 11,000 3.6 800 15.1 800 15.5 450 20.1 93.80



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 4,800,000 株 23年3月期 4,800,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 2,729 株 23年3月期 2,729 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 4,797,271 株 23年3月期 4,797,679 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きましては、当決算短信【添付資料】２ページ「１．経営成績 (１)経営
成績に関する分析」をご参照ください。 
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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、東日本大震災の復旧に向けた動きがみられたものの、欧州の政府債務危

機や急激な円高・タイの洪水による影響等があり、景気の先行きが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は、一部の設備投資に回復傾向がみられたものの、国内の民間工事の発注

は低水準で留まり、公共工事も低調に推移したことから、業者間の受注競争は依然として厳しい状況が見られ

ました。 

このような状況のなかで、当社は公立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、ユーザーに対して自動ドアの安全性向上と保全についての提案活動に取組み、社内販売キャン

ペーンを行う等積極的な拡販活動に努めてまいりました。また、広く「ナブコブランド」を知っていただくた

めのブランディング活動を開始いたしました。 

その結果、当事業年度の売上高は、前期に比べて4.4％増加の106億１千８百万円、営業利益は同19.3％増加

の６億９千５百万円、経常利益は同17.0％増加の６億９千２百万円、当期純利益は退職金制度変更に伴う特別

利益もあり同18.7％増加の３億７千４百万円となりました。 

商品区分別の概況については次のとおりです。 

自動ドアは、公立病院等の大型物件と都市部の再開発事業等の完工に伴い新築物件の売上高は増加しまし

た。また、ユーザーに対して自動ドア安全ガイドラインに沿った改修や中長期修繕計画等の積極的な提案によ

り機器取替が進み、リニューアル市場向けの売上高も増加しました。 

保守サービスは、経費節減等によるメンテナンス契約先からの契約内容の見直し要請があるものの、自動ド

アに対するユーザーの安全意識の向上や地域に密着したサービスと機器保全についての営業活動に努めた結

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、自動ドアと同様に公立病院等の大型物件の完工と改修工事等によるサ

ッシの拡販に努めた結果、売上高は増加しました。 

  
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、わが国経済は株価の回復と円高傾向が一服したことにより、企業収益に回復

の兆しがみえつつあります。 

当社関連の建築業界におきましては、東日本大震災により地域的に回復が見込まれるものの、当社販売エリ

アである西日本においては足踏み状態が予想され、当社の受注活動ではこれらの影響を受けるものと懸念され

ます。 

商品区分別につきましては、自動ドアは大型物件の完工が予定されているとともに、リニューアル市場に注

力することにより、売上高は前年度より増加する見込みです。 

保守サービスは契約先からの契約内容の見直し要請があるものの、自動ドアに対するユーザーの安全意識の

向上や地域に密着したサービスと機器保全についての営業活動を更に強化することで、売上高は前年度より微

増となる見込みです。 

開口部商品は自動ドアと同様に大型物件の完工と改修工事等によるサッシの拡販に努めることで、売上高は

前年度より増加する見込みです。 

これらにより次期の見通しといたしましては、売上高110億円、営業利益８億円、経常利益８億円、当期純利

益４億５千万円を予想しております。 

  

１．経営成績

商品区分 
前事業年度 

自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日 

当事業年度 
自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日 

前年同期比 
増減率(％) 

自動ドア  4,436  4,725  6.5

保守サービス  3,814  3,841  0.7

開口部商品  954  1,069  12.1

その他  963  981  1.9

合  計  10,168  10,618  4.4
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（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、103億９千４百万円と前事業年度末に比べて６億９千６百万円の増加となりまし

た。 

流動資産は75億２千２百万円と前事業年度末に比べて７億６千２百万円の増加となりました。これは現金及び

預金が６億５千８百万円増加したことが主たる要因であります。 

固定資産は28億７千１百万円と前事業年度末に比べて６千５百万円の減少となりました。これは有形固定資産

が２千７百万円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、30億８千８百万円と前事業年度末に比べて４億７千５百万円の増加となりました。こ

れは買掛金が１億２千万円、未払法人税等が１億９千万円、それぞれ増加したことが主たる要因であります。 

（ハ）純資産 

当事業年度末の純資産は、73億５百万円と前事業年度末に比べて２億２千１百万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６億５千

８百万円増加し、35億６千７百万円となりました。 

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獲得した資金は８億１千７百万円（前事業年度は８千６百万円の支出）と

なりました。これは主として税引前当期純利益、仕入債務の増加及び売上債権の減少による資金の増加、並びに棚

卸資産の増加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１千４百万円（前事業年度は１千６百万円の支出）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１億４千３百万円（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。 

  

  
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 

平成24年 
３月期 

自己資本比率（％）  66.0  69.8  70.7  73.0    70.3

時価ベースの自己資本比率（％）  50.3  40.9  41.7  44.0    40.8

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  37.0  553.5  488.8  －  582.1
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（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、本年が当社創業55周年を迎えるにあたり、１株当たり10円の記念配当を行う

ことで１株当たり25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40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。 

  

（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23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」を策定しております。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。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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（4）会社の対処すべき課題 

当社としましては、営業活動により得られた情報を独自のシステムにより一元管理し活用することで組織的

で効率的な販売活動を行うとともに、公立病院再編等の整備計画案件および福祉施設案件、都市圏の再開発事

業等の大規模案件をはじめ、きめ細かな営業活動に努めてまいります。また、自動ドアの安全性向上におい

て、「人にやさしいドア」の実現を目指し、機器の保守・保全の提案活動に取り組んでまいります。なお、昨

年よりスタートしたブランディング活動を軸として人材の育成、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。 
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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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,449,006 3,107,022

受取手形 839,101 754,415

売掛金 2,246,718 2,373,787

商品及び製品 360,470 330,296

仕掛品 267,537 350,433

前払費用 28,216 27,159

繰延税金資産 124,198 141,305

関係会社預け金 459,738 460,383

その他 7,567 3,440

貸倒引当金 △21,674 △25,358

流動資産合計 6,760,880 7,522,886

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,199,643 1,200,968

減価償却累計額 △603,587 △632,578

建物（純額） 596,055 568,389

構築物 33,956 33,956

減価償却累計額 △25,385 △26,575

構築物（純額） 8,571 7,380

工具、器具及び備品 158,809 133,304

減価償却累計額 △135,241 △107,986

工具、器具及び備品（純額） 23,568 25,318

土地 1,819,226 1,819,226

有形固定資産合計 2,447,421 2,420,315

無形固定資産   

ソフトウエア 18,205 17,382

電話加入権 12,024 12,024

無形固定資産合計 30,229 29,406

投資その他の資産   

投資有価証券 114,618 100,113

破産更生債権等 47,708 41,427

長期前払費用 3,625 4,225

繰延税金資産 164,738 144,615

保険積立金 19,216 27,409

差入保証金 112,996 108,215

その他 87,308 65,846

貸倒引当金 △90,136 △69,670

投資その他の資産合計 460,076 422,181

固定資産合計 2,937,727 2,871,903

資産合計 9,698,607 10,394,789
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,242,071 1,362,644

短期借入金 150,000 150,000

未払金 50,370 79,980

未払費用 130,969 132,198

未払法人税等 88,965 279,438

未払消費税等 18,409 31,292

前受金 251,646 339,598

預り金 11,799 12,511

賞与引当金 275,288 302,389

工事補償引当金 3,500 4,200

流動負債合計 2,223,020 2,694,254

固定負債   

退職給付引当金 321,721 311,801

役員退職慰労引当金 58,000 71,500

資産除去債務 11,090 11,344

固定負債合計 390,811 394,646

負債合計 2,613,832 3,088,900

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 825,021 1,055,649

利益剰余金合計 5,542,861 5,773,489

自己株式 △2,248 △2,248

株主資本合計 7,076,043 7,306,670

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,732 △781

評価・換算差額等合計 8,732 △781

純資産合計 7,084,775 7,305,889

負債純資産合計 9,698,607 10,394,789
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 10,168,399 10,618,033

売上原価 6,811,267 7,099,366

売上総利益 3,357,131 3,518,666

販売費及び一般管理費 2,774,569 2,823,513

営業利益 582,562 695,152

営業外収益   

受取利息 907 730

有価証券利息 297 －

受取配当金 1,153 1,157

受取保険金 16,785 －

その他 5,026 4,366

営業外収益合計 24,169 6,255

営業外費用   

支払利息 1,516 1,414

売上割引 3,117 3,974

保険解約損 9,554 1,854

その他 573 1,804

営業外費用合計 14,761 9,047

経常利益 591,969 692,360

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,641

退職給付制度改定益 － 49,780

特別利益合計 － 52,422

特別損失   

投資有価証券売却損 － 673

賃貸借契約解約損 － 7,804

投資有価証券評価損 529 －

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 3,439 8,477

税引前当期純利益 588,530 736,305

法人税、住民税及び事業税 173,071 357,364

法人税等調整額 99,877 4,396

法人税等合計 272,948 361,760

当期純利益 315,582 374,545
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 653,372 825,021

当期変動額   

剰余金の配当 △143,932 △143,918

当期純利益 315,582 374,545

当期変動額合計 171,649 230,627

当期末残高 825,021 1,055,649

利益剰余金合計   

当期首残高 5,371,212 5,542,861

当期変動額   

剰余金の配当 △143,932 △143,918

当期純利益 315,582 374,545

当期変動額合計 171,649 230,627

当期末残高 5,542,861 5,773,489
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △1,441 △2,248

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 △2,248 △2,248

株主資本合計   

当期首残高 6,905,200 7,076,043

当期変動額   

剰余金の配当 △143,932 △143,918

当期純利益 315,582 374,545

自己株式の取得 △806 －

当期変動額合計 170,842 230,627

当期末残高 7,076,043 7,306,670

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 10,050 8,732

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,317 △9,514

当期変動額合計 △1,317 △9,514

当期末残高 8,732 △781

評価・換算差額等合計   

当期首残高 10,050 8,732

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,317 △9,514

当期変動額合計 △1,317 △9,514

当期末残高 8,732 △781

純資産合計   

当期首残高 6,915,251 7,084,775

当期変動額   

剰余金の配当 △143,932 △143,918

当期純利益 315,582 374,545

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） △1,317 △9,514

当期変動額合計 169,524 221,113

当期末残高 7,084,775 7,305,889
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 588,530 736,305

減価償却費 55,336 50,458

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） △4,736 △16,781

退職給付引当金の増減額（△は減少） △230,531 △9,919

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △625 13,500

受取利息及び受取配当金 △2,357 △1,888

受取保険金 △16,785 －

支払利息 1,516 1,414

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,968

投資有価証券評価損益（△は益） 529 －

賃貸借契約解約損 － 7,804

売上債権の増減額（△は増加） △234,642 45,569

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,953 △52,722

仕入債務の増減額（△は減少） 21,825 120,573

その他の資産の増減額（△は増加） 16,513 22,899

その他の負債の増減額（△は減少） △20,563 69,880

小計 164,966 985,123

利息及び配当金の受取額 2,368 1,888

保険金の受取額 18,800 －

利息の支払額 △1,432 △1,403

法人税等の支払額 △271,692 △168,554

営業活動によるキャッシュ・フロー △86,990 817,054

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 △12,296 △13,104

無形固定資産の取得による支出 △4,193 △6,949

投資有価証券の取得による支出 △393 △161

投資有価証券の売却による収入 － 5,741

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,883 △14,474

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 △143,932 △143,918

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,739 △143,918

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） △248,613 658,661

現金及び現金同等物の期首残高 3,157,358 2,908,744

現金及び現金同等物の期末残高 2,908,744 3,567,406
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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

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） 

        時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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。 

        (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。 

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 

        (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

        (3) 長期前払費用 

定額法 

        (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．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。 

        (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

        (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。 

        (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。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により

費用処理しております。  

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。 

（追加情報） 

当社は平成23年４月１日付で適格退職年金制度を廃止し、退職給付制度の一部を確定拠出年金制度へ移行し

たことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用して

おります。 
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（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当事業年度の期首以後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。 

本移行により、特別利益として退職給付制度改定益49,780千円を計上しております。 

        (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．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。 

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 

（追加情報）

（７）表示方法の変更

（８）財務諸表に関する注記

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成23年３月31日） 

当事業年度 
（平成24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 869,918千円 買掛金 990,014千円 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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 3,021,865千円 仕入高 3,290,733千円 
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前事業年度（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 

（注） 自己株式の増加株式数979株は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

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23年４月１日 至 平成24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）

  
当事業年度期首 
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

  
（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 
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

  
当事業年度期首 
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  2,729  －  －  2,729

合計  2,729  －  －  2,729

ナブコドア㈱（7530） 平成24年３月期 決算短信（非連結）

14



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23年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  71,959  15.00 平成23年３月31日 平成23年６月24日 

平成23年10月28日 

取締役会 
普通株式  71,959  15.00 平成23年９月30日 平成23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24年６月27日 

定時株主総会(予定) 
普通株式  119,931 利益剰余金  25.00 平成24年３月31日 平成24年６月28日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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23年３月31日現在） （平成24年３月31日現在）

  （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

  （千円）

 現金及び預金勘定  3,107,022

 関係会社預け金  460,383

 現金及び現金同等物  3,567,406

ナブコドア㈱（7530） 平成24年３月期 決算短信（非連結）

15



（リース取引関係）

項目 
前事業年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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 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

  
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）

工具、器具
及び備品  13,359  12,429 930

合計  13,359  12,429 930

  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 3,519千円 

 １年超 1,003  

 計 4,522  

 １年以内 1,003千円 

 １年超 -  

 計 1,003  

  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 7,364千円 

 減価償却費相当額 6,834  

 支払利息相当額 267  

 支払リース料 3,615千円 

 減価償却費相当額 3,326  

 支払利息相当額 96  

  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 43,556千円 

１年超 45,582  

計 89,138  

１年以内 39,616千円 

１年超 48,590  

計 88,207  
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前事業年度（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。 

当事業年度（平成24年３月31日現在）  

その他有価証券 

 （注）非上場株式（貸借対照表計上額200千円）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。 

（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  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

  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  24,871  14,788  10,083

② 債券  －  －  －

③ その他  1,552  1,435  116

小計  26,424  16,224  10,200

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

① 株式  23,759  29,347  △5,587

②  債券                  

  その他債券  49,730  53,350  △3,620

③ その他  －  －  －

小計  73,489  82,697  △9,207

合計  99,913  98,921  992
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、従業員の退職給付制度として適格退職年金制度および退職一時金制度を設けておりましたが、平

成23年４月１日に退職給付制度の改定を行い、確定給付企業年金制度、退職一時金制度および確定拠出年金

制度へ移行しました。 

２．退職給付債務に関する事項                               (単位：千円) 

(注)当事業年度における退職一時金制度及び適格退職年金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響額は

次のとおりであります。 

３．退職給付費用に関する事項                               (単位：千円) 

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）

  
前事業年度 

（平成23年３月31日現在） 

当事業年度 

（平成24年３月31日現在） 

イ．退職給付債務  1,409,257  989,841

ロ．年金資産  879,608  623,835

ハ．未積立退職給付債務  529,648  366,006

ニ．未認識数理計算上の差異  207,927  82,128

ホ．未認識過去勤務債務  －  △27,924

へ．退職給付引当金  321,721  311,801

    （単位：千円）

  イ．退職給付債務の減少  424,564

  ロ．年金資産の減少  △285,000

  ハ．未認識数理計算上の差異  △58,757

  ニ．未認識過去勤務債務  31,027

  ホ．退職給付引当金の減少  49,780

  

前事業年度 

（平成22年４月１日～ 

平成23年３月31日） 

当事業年度 

（平成23年４月１日～ 

平成24年３月31日） 

イ．勤務費用  103,839  75,440

ロ．利息費用  28,283  19,361

ハ．期待運用収益（減算）  －  －

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  58,065  30,729

ホ．過去勤務債務の費用処理額  －  △3,102

ヘ．確定拠出年金への掛金支払額  －  28,049

ト．退職給付費用  190,187  150,477

  
前事業年度 

    （平成23年３月31日現在） 

当事業年度 

    （平成24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 0.0％ 0.0％ 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数  － 年（定額法） 10

ホ．数理計算上の差異の処理年数  10年（定率法） 年（定率法） 10
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（税効果会計関係）

前事業年度（平成23年３月31日） 当事業年度（平成24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  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

未払事業税  19,908

貸倒引当金  22,536

賞与引当金  114,908

退職給付引当金  111,652

役員退職慰労引当金  26,939

投資有価証券等評価損  21,713

その他  10,817

繰延税金資産小計   328,475

評価性引当額  △40,781

繰延税金資産合計  287,694

その他有価証券差額金  △1,774

繰延税金負債合計  △1,774

繰延税金資産の純額  285,920
  
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 
 2.2

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

  
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税

金負債の金額の修正 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る

ための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年

法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のため

の施策を実施するために必要な財源の確保に関する特

別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月

２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事

業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課

税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税

金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税

率は、従来の40.6％から平成24年４月１日に開始する

事業年度から平成26年４月１日に開始する事業年度に

解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成

27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込ま

れる一時差異については、35.6％となります。 

この税率の変更により繰延税金資産の純額は26,983千

円減少し、法人税等調整額が27,232千円、その他有価

証券評価差額金が249千円、それぞれ増加しておりま

す。  

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 
 2.3

住民税均等割等  3.1

評価性引当額  △0.4

税率変更による期末繰延税

金資産の減額修正 
 3.7

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 
 49.1
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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。

前事業年度（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） 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24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．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)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)資金の預入については、ナブテスコ株式会社とのキャッシュプールシステムに基づくものであり、預け

金に付される利息は市場金利を勘案して決定しております。  

    ２．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．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） 

（セグメント情報）

（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 

63.41％

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

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 

千代田

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 

63.42％

商品の仕入 

役員の兼任 

  

資金の預入 

  

 645 関係会社

預け金 

  

460,383

    

利息の受取 

  

 645

商品の仕入  3,290,733 買掛金 990,014
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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、持分法損益等、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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 1,476 83 円 銭 1,522 93

１株当たり当期純利益金額             円 銭 65 78             円07銭 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22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（千円）  315,582  374,545

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）  315,582  374,545

期中平均株式数（千株）  4,797  4,797

  
前事業年度末 

 （平成23年３月31日） 
当事業年度末 

 （平成24年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  7,084,775  7,305,889

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  7,084,775  7,305,889

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） 
 4,797  4,797

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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