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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 13,020 4.2 672 50.6 615 77.9 339 17.3
25年3月期第3四半期 12,490 2.6 446 75.5 345 120.2 289 132.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 339百万円 （18.5％） 25年3月期第3四半期 286百万円 （131.0％）

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

26年3月期第3四半期 53.47 47.01
25年3月期第3四半期 45.53 40.04

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 15,235 5,738 37.7
25年3月期 15,251 5,532 36.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 5,738百万円 25年3月期 5,532百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 15.00 15.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 18,000 2.7 800 10.7 700 23.6 450 △11.5 65.45



(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）      26年３月期３Ｑ  2,000,000株      25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、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。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については、添付資料Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報  （３）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。     

※ 注記事項

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
②①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） 26年3月期3Q 6,387,123 株 25年3月期 6,387,123 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 43,589 株 25年3月期 36,543 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 6,345,369 株 25年3月期3Q 6,351,300 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

25年3月期 ―  0.00 ―  17.170  17.170

26年3月期 ―  0.00 ―  

26年3月期(予想)      17.170  17.170
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（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、政府の経済対策・金融政策の効果などを背景に企業収益の改

善がみられるなど景気回復基調の兆しが見られるものの、その一方で円安による原材料の価格の上昇懸念や消費税

増税による消費動向の不透明さ等、国内景気は本格的回復には至っておりません。 

 当シャッター業界におきましては、建設着工の増加傾向がみられるなど事業環境の好転があるものの建設業界の

受注競争の激化等、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況下、当社グループは、中期経営計画『ＪＵＭＰ ＵＰ３』の２年目として、積極的な営業活動に

よる受注確保・販売拡大を展開するとともに業務全般に渡る効率化を進め、原価低減に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における受注高は前年同四半期比6.8％増の14,437百万円となり、売上高

は前年同四半期比4.2％増の13,020百万円、営業利益は672百万円(前年同四半期比226百万円増加)、経常利益は615

百万円(前年同四半期比269百万円増加)、四半期純利益は339百万円(前年同四半期比50百万円増加)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は、前連結会計年度末に比べて16百万円減少し、15,235百万円とな

りました。 

 流動資産では前連結会計年度末比49百万円増加の7,283百万円となり、固定資産では前連結会計年度末比65百万

円減少の7,952百万円となりました。 

 流動負債では前連結会計年度末比17百万円増加の7,308百万円となり、固定負債では前連結会計年度末比239百万

円減少の2,188百万円となりました。 

 純資産では前連結会計年度末比205百万円増加の5,738百万円となりました。  

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期業績見通しにつきましては、平成25年５月13日付「平成25年３月期決算短信[日本基準](連結)」にて発表い

た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。    

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,233 1,299

受取手形及び売掛金 3,995 3,436

商品及び製品 0 －

仕掛品 976 1,169

原材料及び貯蔵品 608 671

繰延税金資産 152 76

その他 301 660

貸倒引当金 △35 △31

流動資産合計 7,233 7,283

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,769 2,673

土地 4,143 4,143

その他（純額） 466 472

有形固定資産合計 7,378 7,289

無形固定資産 69 72

投資その他の資産   

投資有価証券 24 24

関係会社株式 28 24

その他 548 548

貸倒引当金 △31 △6

投資その他の資産合計 570 590

固定資産合計 8,018 7,952

資産合計 15,251 15,235
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,995 3,823

短期借入金 1,525 1,820

1年内返済予定の長期借入金 378 372

リース債務 63 69

未払金 388 444

未払法人税等 135 135

賞与引当金 215 66

工事損失引当金 33 21

その他 556 554

流動負債合計 7,291 7,308

固定負債   

長期借入金 2,130 1,857

リース債務 124 142

長期未払金 16 20

繰延税金負債 114 127

退職給付引当金 41 41

固定負債合計 2,427 2,188

負債合計 9,719 9,497

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 3,357 3,567

自己株式 △38 △42

株主資本合計 5,529 5,735

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3 3

その他の包括利益累計額合計 3 3

純資産合計 5,532 5,738

負債純資産合計 15,251 15,235
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 12,490 13,020

売上原価 9,423 9,502

売上総利益 3,067 3,518

販売費及び一般管理費 2,620 2,845

営業利益 446 672

営業外収益   

保険配当金 1 10

受取保険金 6 0

臨時特例企業税還付金等 － 1

その他 13 8

営業外収益合計 20 20

営業外費用   

支払利息 63 43

シンジケートローン手数料 29 12

その他 29 22

営業外費用合計 121 78

経常利益 345 615

税金等調整前四半期純利益 345 615

法人税、住民税及び事業税 68 187

法人税等調整額 △11 88

法人税等合計 56 275

少数株主損益調整前四半期純利益 289 339

四半期純利益 289 339
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 289 339

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 0

その他の包括利益合計 △2 0

四半期包括利益 286 339

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 286 339

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３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31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利益 345 615

減価償却費 227 228

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △28

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 △0

前払年金費用の増減額（△は増加） 38 △34

賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △148

工事損失引当金の増減額（△は減少） △25 △11

受取利息及び受取配当金 △1 △0

支払利息 63 43

持分法による投資損益（△は益） 4 4

固定資産除却損 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 969 583

たな卸資産の増減額（△は増加） △408 △255

仕入債務の増減額（△は減少） △576 △168

前受金の増減額（△は減少） 250 14

前払費用の増減額（△は増加） △4 △13

未収入金の増減額（△は増加） △413 △316

その他 50 16

小計 496 528

利息及び配当金の受取額 1 0

利息の支払額 △62 △44

法人税等の支払額 △52 △180

営業活動によるキャッシュ・フロー 382 305

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

固定資産の取得による支出 △140 △127

貸付けによる支出 △2 △0

貸付金の回収による収入 10 5

その他 0 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △132 △125

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） － 294

長期借入金の返済による支出 △268 △279

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △45 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー △314 △113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64 66

現金及び現金同等物の期首残高 1,240 1,233

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,175 1,299
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

   

連結製品別売上明細  
  

   

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

４．補足情報

期別 

  

  

  

 品名  

 前第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31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   1,970  15.8  1,936  14.9  △1.8

 重量シャッター  6,638  53.1 7,392  56.8 11.3

 シャッター関連 926  7.4 867  6.6 △6.3

シャッター計  9,536  76.3 10,196  78.3 6.9

 スチールドア  2,507  20.1 2,451  18.8 △2.2

 建 材 他  446 3.6 372  2.9 △16.5

合 計 12,490 100.0 13,020  100.0 4.2
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