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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 8,473 △1.7 471 12.3 501 11.5 330 11.9

2020年12月期第３四半期 8,615 1.4 419 △35.1 449 △33.2 295 △32.8
(注) 包括利益 2021年12月期第３四半期 356百万円( 47.3％) 2020年12月期第３四半期 241百万円( △46.3％)
　

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

2021年12月期第３四半期 61.60 －

2020年12月期第３四半期 55.06 －
　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 10,628 6,381 60.0

2020年12月期 10,407 6,170 59.3
(参考) 自己資本 2021年12月期第３四半期 6,381百万円 2020年12月期 6,170百万円
　　　

２．配当の状況

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

2020年12月期 － 10.00 － 17.00 27.00

2021年12月期 － 10.00 －

2021年12月期(予想) 18.00 28.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 12,400 6.2 575 5.5 600 3.2 370 33.1 68.93
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　　

（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

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年12月期３Ｑ 5,367,800株 2020年12月期 5,367,800株

② 期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 150株 2020年12月期 150株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 5,367,650株 2020年12月期３Ｑ 5,367,667株

　　
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により厳しい状況が

続きました。国内におけるワクチン接種率の高まりや海外経済の改善等により、景気の持ち直しが期待されるもの

の、感染症の収束時期は未だに見通せず、先行きは依然として不透明な状況であります。

このような状況下、当社グループは、デジタルマーケティング導入を始めとする営業力の強化に加え、業務効率

化による物件採算性の改善や自動ドア用非接触スイッチ等の衛生対策商品を含めたトータルリニューアルの受注推

進に努めてまいりました。

以上の結果、売上高は8,473百万円（前年同四半期比1.7％減）、営業利益は471百万円（前年同四半期比12.3％

増）、経常利益は501百万円（前年同四半期比11.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は330百万円（前年

同四半期比11.9％増）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 自動ドア関連

リニューアル売上が好調に推移したことにより、売上高は5,797百万円（前年同四半期比5.4％増）となりま

した。利益につきましては、利益率の高いリニューアル売上の増加に加え、新規販売の採算性が改善したこと

により、セグメント利益（営業利益）は1,523百万円（前年同四半期比12.1％増）となりました。

② 建具関連

大型物件の売上数が減少したことにより、売上高は2,286百万円（前年同四半期比11.9％減）となりました。

利益につきましては、採算性の低い物件が減少したことにより、セグメント損失（営業損失）は55百万円（前

年同四半期は73百万円のセグメント損失（営業損失））となりました。

③ その他

駐輪システム事業及び環境機器事業等の売上減少により、売上高は390百万円（前年同四半期比25.5％減）、

セグメント利益（営業利益）は36百万円（前年同四半期比32.0％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産額は、10,628百万円となり、前連結会計年度末と比べ220百万円の増

加となりました。これは仕掛品が257百万円、現金及び預金が254百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が194

百万円、電子記録債権が68百万円減少したこと等によるものであります。

負債総額は、4,246百万円となり、前連結会計年度末と比べ９百万円の増加となりました。これは電子記録債務が

308百万円、賞与引当金が183百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が455百万円、建物解体費用引当金が35百

万円減少したこと等によるものであります。

純資産総額は、6,381百万円となり、前連結会計年度末と比べ211百万円の増加となりました。これは親会社株主

に帰属する四半期純利益330百万円の計上と配当金144百万円の支払、その他有価証券評価差額金が18百万円増加し

たこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては2021年２月10日の「2020年12月期 決算短信」で公表いたしました通期の業績予想

に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,896,318 2,150,754

受取手形及び売掛金 1,640,301 1,445,365

電子記録債権 418,213 349,410

仕掛品 1,430,994 1,688,816

原材料及び貯蔵品 180,728 181,215

その他 639,449 450,425

貸倒引当金 △1,577 △1,306

流動資産合計 6,204,427 6,264,680

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,525,055 1,470,129

土地 1,414,325 1,414,325

その他（純額） 67,659 59,605

有形固定資産合計 3,007,039 2,944,060

無形固定資産

その他 280,470 441,096

無形固定資産合計 280,470 441,096

投資その他の資産

その他 935,288 998,215

貸倒引当金 △19,929 △19,979

投資その他の資産合計 915,359 978,235

固定資産合計 4,202,869 4,363,392

資産合計 10,407,297 10,628,072
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,270,250 1,815,089

電子記録債務 - 308,366

短期借入金 147,048 153,540

未払法人税等 54,171 134,309

賞与引当金 - 183,501

製品保証引当金 3,406 3,560

工事損失引当金 366 337

建物解体費用引当金 35,000 -

その他 1,167,853 1,137,049

流動負債合計 3,678,095 3,735,752

固定負債

長期借入金 121,846 90,031

役員退職慰労引当金 238,767 243,347

退職給付に係る負債 189,478 170,155

その他 8,697 6,972

固定負債合計 558,790 510,506

負債合計 4,236,885 4,246,259

純資産の部

株主資本

資本金 329,304 329,304

資本剰余金 289,864 289,864

利益剰余金 5,470,296 5,656,025

自己株式 △232 △232

株主資本合計 6,089,232 6,274,961

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 125,214 143,935

退職給付に係る調整累計額 △44,034 △37,084

その他の包括利益累計額合計 81,179 106,851

純資産合計 6,170,412 6,381,813

負債純資産合計 10,407,297 10,628,072
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 8,615,880 8,473,598

売上原価 5,819,839 5,483,698

売上総利益 2,796,040 2,989,900

販売費及び一般管理費 2,376,421 2,518,540

営業利益 419,618 471,359

営業外収益

受取利息 125 88

受取配当金 8,469 8,631

貸倒引当金戻入額 317 216

作業くず売却益 6,649 13,040

受取補償金 7,352 -

その他 10,418 10,054

営業外収益合計 33,332 32,030

営業外費用

支払利息 1,125 1,700

リース解約損 467 24

貸倒引当金繰入額 1,500 -

その他 108 2

営業外費用合計 3,200 1,728

経常利益 449,750 501,661

特別利益

固定資産売却益 329 -

特別利益合計 329 -

特別損失

固定資産除却損 1,007 700

投資有価証券評価損 5,261 637

特別損失合計 6,269 1,337

税金等調整前四半期純利益 443,811 500,324

法人税、住民税及び事業税 178,197 201,600

法人税等調整額 △29,931 △31,932

法人税等合計 148,266 169,667

四半期純利益 295,545 330,656

親会社株主に帰属する四半期純利益 295,545 330,656
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 295,545 330,656

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △56,703 18,721

退職給付に係る調整額 3,138 6,950

その他の包括利益合計 △53,564 25,671

四半期包括利益 241,980 356,327

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 241,980 356,327
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計

自動ドア関連 建具関連 計

売上高

　外部顧客への売上高 5,498,552 2,594,029 8,092,582 523,297 8,615,880

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

－ － － 20,115 20,115

計 5,498,552 2,594,029 8,092,582 543,413 8,635,996

　セグメント利益
　又は損失（△）

1,359,061 △73,986 1,285,074 53,467 1,338,541

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「駐輪システム事業」、「環境機器

事業」、「セキュリティ事業」、「付帯事業」、「商品販売事業」等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,285,074

「その他」の区分の利益 53,467

全社費用(注) △968,307

棚卸資産の調整額 22,383

その他の調整額 27,000

四半期連結損益計算書の営業利益 419,618

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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当第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計

自動ドア関連 建具関連 計

売上高

外部顧客への売上高 5,797,041 2,286,553 8,083,595 390,002 8,473,598

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 13,036 13,036

計 5,797,041 2,286,553 8,083,595 403,039 8,486,634

　セグメント利益
　又は損失（△）

1,523,383 △55,031 1,468,352 36,347 1,504,699

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「駐輪システム事業」、「環境機器

事業」、「セキュリティ事業」、「付帯事業」、「商品販売事業」等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,468,352

「その他」の区分の利益 36,347

全社費用(注) △1,066,878

棚卸資産の調整額 6,538

その他の調整額 27,000

四半期連結損益計算書の営業利益 471,359

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定につ

いて重要な変更はありません。

　


