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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 15,082 ― 360 ― 280 ― 204 ―

20年3月期第3四半期 15,984 3.8 595 △20.5 500 △19.6 2,355 307.6

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

21年3月期第3四半期 34.20 33.98
20年3月期第3四半期 448.66 405.12

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

21年3月期第3四半期 18,892 6,494 34.4 1,065.77
20年3月期 18,347 6,476 35.3 1,047.64

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,494百万円 20年3月期  6,476百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

（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、2ページ「種
類株式の配当の状況」をご覧ください。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 18.00 ― 12.00 30.00
21年3月期 ― 12.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 20,700 △6.4 300 △59.6 190 △68.8 100 △95.9 9.02

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※期末発行済株式数（優先株式）            21年3月期第3四半期  2,000,000株     20年3月期      2,000,000株 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想値と異なる場合が
あります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の3ページをご覧ください。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  5,187,123株 20年3月期  5,187,123株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  31,821株 20年3月期  28,743株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,156,898株 20年3月期第3四半期  5,160,563株

－　1　－



種類株式の配当の状況 

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。 

                                                    

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

第１回優先株式 円 円 円 円 円

20年３月期 ― 20.023 ― 16.045 36.068

21年３月期 ― 14.248 ― ―
26.743

21年３月期(予想) ― ― ― 12.495
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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、米国に端を発した世界的金融危機による混乱によ
り、景気が短期間に減速するなど大変不安定な展開となりました。 
 当シャッター業界におきましても、急速な景気減速に伴う企業の経営環境の悪化により、設備投資の抑
制圧力が働き、当第３四半期連結累計期間はより厳しい環境にて推移しました。 
 このような状況下、当社グループは収益重視の観点のもと、営業・生産活動に積極的に取組みました。
しかしながら、昨今にない厳しい環境下では、売上高・利益面のいずれも前年同四半期比大幅な減少を余
儀なくされました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間における受注高は15,246百万円（前年同四半期比7.0%減）、受注
残高は6,220百万円（前年同四半期比11.7％減）、売上高は15,082百万円（前年同四半期比5.6％減）とな
りました。また、営業利益は360百万円（前年同四半期比39.5％減）、経常利益は280百万円（前年同四半
期比43.9％減）、四半期純利益は204百万円（前年同四半期比91.3％減）となりました。 
  
※なお、本項における前年同四半期増減率は、当期より四半期会計基準等を適用したことにより、参考情報として記
載しています。 

  

当第３四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544百万円増加の18,892百万
円となりました。その主な内訳と要因は次のとおりです。 
 流動資産では、棚卸資産の増加等により、前連結会計年度末比693百万円増加の10,053百万円となりま
した。固定資産では、減価償却等による減少により、前連結会計年度末比149百万円減少の8,838百万円と
なりました。 
 流動負債では、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末比822百万円増加の10,679百万円となりま
した。固定負債では、長期借入金の返済等により、前連結会計年度末比296百万円減少の1,718百万円とな
りました。 
 純資産では、当第２四半期連結会計期間末比134百万円減少しましたが、前連結会計年度末比では18百
万円増加し、6,494百万円となりました。 

  

最近の急速な景気減速により設備投資需要は減退しております。そのような中、当社も受注に注力して
まいりましたが、受注高の減少や競争激化による受注物件の利益率低下となりました。今後も、引き続き
営業活動の積極的取組みや生産活動の効率化、諸経費の削減等を行ってまいりますが、当面の状況として
も、さらに厳しい経営環境が続くことが見込まれます。 
 こうした状況を鑑み、平成21年３月期通期の業績予想および配当予想につきまして、前回発表予想を下
回る見込みとなりましたので修正しております。詳しくは、平成21年１月30日付発表の「業績予想および
配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 
  

・棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会

計期間の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 
無形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 
  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表
規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  

②当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18
年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、評価基準については、原価法から原価
法（収益の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更による当第３四
半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

【定性的情報・財務諸表等】

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

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結
会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産
として計上しております。また、リース資産の減価償却の方法は、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適用初年度前の所有権移転外
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引き続き採
用しております。なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であり
ます。 
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5.【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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,303 698

受取手形及び売掛金 4,454 4,729

製品 1 4

原材料 591 560

仕掛品 2,738 2,232

その他 1,013 1,177

貸倒引当金 △49 △41

流動資産合計 10,053 9,360

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,469 3,616

土地 4,147 4,147

その他（純額） 683 707

有形固定資産合計 8,299 8,471

無形固定資産 58 55

投資その他の資産   

投資有価証券 19 12

その他 633 517

貸倒引当金 △173 △69

投資その他の資産合計 480 460

固定資産合計 8,838 8,987

資産合計 18,892 18,347

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,909 4,227

短期借入金 3,500 3,500

1年内返済予定の長期借入金 500 500

未払金 545 430

未払法人税等 53 76

賞与引当金 48 221

その他 1,121 902

流動負債合計 10,679 9,857

固定負債   

長期借入金 1,625 2,000

退職給付引当金 15 14

その他 77 0

固定負債合計 1,718 2,014

負債合計 12,397 11,871
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,838 1,838

資本剰余金 0 0

利益剰余金 4,691 4,671

自己株式 △35 △33

株主資本合計 6,494 6,476

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

評価・換算差額等合計 0 0

純資産合計 6,494 6,476

負債純資産合計 18,892 18,347
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 15,082

売上原価 11,228

売上総利益 3,853

販売費及び一般管理費 3,493

営業利益 360

営業外収益  

保険配当金 19

受取補償金 6

その他 12

営業外収益合計 38

営業外費用  

支払利息 82

シンジケートローン手数料 22

その他 13

営業外費用合計 117

経常利益 280

特別利益  

厚生年金基金代行返上益 9

特別利益合計 9

特別損失  

役員退職慰労金 39

特別損失合計 39

税金等調整前四半期純利益 251

法人税、住民税及び事業税 46

四半期純利益 204
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

  

(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
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（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円） 

「参考」

科  目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 15,984

Ⅱ 売上原価 11,952

   売上総利益 4,032

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,436

   営業利益 595

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息及び配当金 1

 2. 償却債権取立益 2

 3. 受取手数料 3

 4. 受取保険配当金 12

 5. 受取賠償金 5

 6. その他 3

  営業外収益合計 29

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 83

 2. 借入手数料 21

 3. その他 19

  営業外費用合計 124

   経常利益 500

Ⅵ 特別利益

 1. 厚生年金基金代行返上益 1,900

  特別利益合計 1,900

   税金等調整前 

   四半期純利益
2,401

      法人税、住民税 

     及び事業税  
45

   四半期純利益 2,355
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連結製品別売上明細 

（単位：百万円、％） 

 
  

6. その他の情報

                  期 別 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日 増減率

   至 平成19年12月31日）    至 平成20年12月31日）  

  品 名
金額 構成比 金額 構成比

軽量シャッター 2,279 14.3 2,199 14.6 △3.5

重量シャッター 8,884 55.6 8,285 54.9 △6.7

シャッター関連 1,096 6.9 1,156 7.7 5.5

シャッター計 12,259 76.8 11,642 77.2 △5.0

スチールドア 2,997 18.7 2,827 18.7 △5.7

建 材 他 727 4.5 612 4.1 △15.8

合       計 15,984 100.0 15,082 100.0 △5.6
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