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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 4,050 △12.2 △256 ― △287 ― △187 ―

21年3月期第1四半期 4,611 ― 123 ― 92 ― 37 ―

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

22年3月期第1四半期 △36.32 ―

21年3月期第1四半期 7.18 6.14

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

22年3月期第1四半期 15,755 6,168 39.1 1,002.71
21年3月期 17,110 6,420 37.5 1,046.73

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,168百万円 21年3月期  6,420百万円

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  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）の配当の状況について
は、３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

21年3月期 ― 12.00 ― 8.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 ― 12.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

9,300 △8.1 0 △100.0 △50 ― △80 ― △19.49

通期 19,800 △4.4 500 48.0 400 77.0 400 203.0 67.20
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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  無  

(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、４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）           22年3月期第１四半期   2,000,000株      21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 

・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４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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 5,187,123株 21年3月期  5,187,123株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  33,003株 21年3月期  32,326株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,154,315株 21年3月期第1四半期 5,158,184株
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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

21年３月期 ― 14.248 ― 12.495 26.743

22年３月期 ― ― ― ― ―

22年３月期(予想) ― 10.248 ― 16.495 26.743
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年後半以降の急激な景気減退にともなう影響も強
く残り、企業収益は厳しさを増し設備需要も大幅な減少となりました。 
  このような状況の下、当社グループは、収益重視の観点のもとに営業・生産活動を行いました。深刻な
減少が続く需要状況を背景とした建設業界の激しい受注競争の中にあり、受注確保に積極的な取組みを行
いましたが、売上高は4,050百万円と前年同四半期比12.2％の減少となりました。利益面では製造コスト
の圧縮や経費削減の諸施策を講じておりますが、営業損失は256百万円、経常損失は287百万円、当四半期
純損失は187百万円と減収減益となりました。 
  

  

当第１四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1,355百万円減少の15,755百
万円となりました。 
  その内容は、流動資産で前連結会計年度末比1,341百万円の減少となり、固定資産で前連結会計年度末
比13百万円の減少となりました。また、流動負債で前連結会計年度末比1,017百万円の減少となり、固定
負債で前連結会計年度末比84百万円の減少となりました。純資産では前連結会計年度末比252百万円の減
少となりました。 
  

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月11日に公表しました「平成21年３月期 決算
短信」における業績予想に変更はありません。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

・完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
請負工事に係る収益の計上基準について、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平

成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成
19年12月27日）を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事契約を含めた工事契約（但
し、工期のごく短いものは除く）において当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の
確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他
の工事については、工事完成基準を適用しております。 
 これによる当第１四半期連結会計期間の損益影響額は、売上高は482百万円の増、売上総利益は9百万
円の減、営業損失及び経常損失は9百万円の増、税金等調整前四半期純損失及び四半期純損失は10百万
円の増であります。 

  

・工事損失引当金 
当第１四半期連結会計期間末における請負工事において、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を

合理的に見積もることができる請負工事が認識されたため、当第１四半期連結会計期間より「工事損失
引当金」を計上しております。これにより、当第１四半期連結会計期間の売上総利益は38百万円減少
し、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失及び四半期純損失は38百万円増加しております。

  

【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

（追加情報）

―　4　―

東洋シヤッター㈱ （5936） 平成22年３月期　第１四半期決算短信



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 620 842

受取手形及び売掛金 3,703 4,481

商品及び製品 0 1

仕掛品 1,078 1,740

原材料及び貯蔵品 543 584

繰延税金資産 116 －

その他 1,065 816

貸倒引当金 △56 △52

流動資産合計 7,073 8,414

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,376 3,425

土地 4,147 4,147

その他（純額） 681 636

有形固定資産合計 8,205 8,209

無形固定資産 61 63

投資その他の資産   

投資有価証券 21 19

その他 516 520

貸倒引当金 △122 △116

投資その他の資産合計 415 423

固定資産合計 8,681 8,695

資産合計 15,755 17,110

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,882 3,683

短期借入金 3,400 3,400

1年内返済予定の長期借入金 532 532

リース債務 32 17

未払金 397 357

未払法人税等 26 77

賞与引当金 47 190

工事損失引当金 38 －

その他 635 751

流動負債合計 7,992 9,010

固定負債   

長期借入金 1,435 1,568

リース債務 78 30

長期未払金 43 43

退職給付引当金 37 38

繰延税金負債 0 －

固定負債合計 1,594 1,679

負債合計 9,587 10,689
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21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 4,365 4,618

自己株式 △36 △35

株主資本合計 6,167 6,421

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 6,168 6,420

負債純資産合計 15,755 17,110
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,611 4,050

売上原価 3,360 3,247

売上総利益 1,250 803

販売費及び一般管理費 1,127 1,059

営業利益又は営業損失（△） 123 △256

営業外収益   

受取手数料 － 1

受取補償金 6 －

その他 2 2

営業外収益合計 9 3

営業外費用   

支払利息 27 23

シンジケートローン手数料 8 7

その他 3 3

営業外費用合計 39 34

経常利益又は経常損失（△） 92 △287

特別損失   

役員退職慰労金 39 －

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 1

特別損失合計 39 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

53 △288

法人税、住民税及び事業税 16 15

法人税等調整額 － △116

法人税等合計 16 △101

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37 △187
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

53 △288

減価償却費 106 102

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 △0

前払年金費用の増減額（△は増加） － 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 88 △142

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 38

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 27 23

固定資産除却損 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 830 772

たな卸資産の増減額（△は増加） △341 703

仕入債務の増減額（△は減少） △253 △801

前受金の増減額（△は減少） 110 △347

前払費用の増減額（△は増加） △181 △107

未収入金の増減額（△は増加） － △143

その他 △179 237

小計 289 60

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △28 △23

法人税等の支払額 △63 △64

営業活動によるキャッシュ・フロー 198 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △23 △5

会員権の売却による収入 2 2

貸付けによる支出 △4 △0

その他 1 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △23 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △125 △133

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △94 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー △219 △195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44 △221

現金及び現金同等物の期首残高 698 842

現金及び現金同等物の四半期末残高 653 620
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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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１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 増減率

   至 平成20年６月30日）    至 平成21年６月30日）

  品 名
金額 構成比 金額 構成比

軽量シャッター 750 16.3 576 14.2 △23.2

重量シャッター 2,381 51.6 2,133 52.7 △10.4

シャッター関連 378 8.2 264 6.5 △30.2

シャッター計 3,510 76.1 2,974 73.4 △15.3

スチールドア 862 18.7 883 21.8 2.5

建 材 他 239 5.2 192 4.8 △19.4

計 4,611 100.0 4,050 100.0 △12.2
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