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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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 ％

30年３月期第３四半期 7,513 5.0 481 15.5 605 45.8 406 139.7

29年３月期第３四半期 7,157 － 416 － 415 － 169 －
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 445百万円( 147.5％) 29年３月期第３四半期 179百万円( －％)
　

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

30年３月期第３四半期 75.75 －

29年３月期第３四半期 39.16 －
　

（注）１．当社は、平成28年10月14日付で普通株式１株につき普通株式40株の株式分割を行いましたが、前連結会計
年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額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 ％

30年３月期第３四半期 9,360 5,626 60.1

29年３月期 9,359 5,352 57.2
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 5,626百万円 29年３月期 5,352百万円
　　　

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

29年３月期 － 0.00 － 22.00 22.00

30年３月期 － 10.00 －

30年３月期(予想) 15.00 25.00
(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．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３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 10,750 3.2 600 2.1 691 4.9 431 28.8 80.29
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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) 30年３月期３Ｑ 5,367,800株 29年３月期 5,367,800株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ －株 29年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 5,367,800株 29年３月期３Ｑ 4,330,909株

　
（注）当社は、平成28年10月14日付で普通株式１株につき普通株式40株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は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、雇用・所得環境、企業収益の改善がみられ、景気は緩やかな回

復基調で推移しました。その一方で、欧米諸国の政策動向の不確実性や金融資本市場の変動の影響等により景気の先

行きは依然として不透明な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、リニューアルのトータル受注の推進、採算管理の徹底による収益率の向上、

経費削減、業務の効率化による生産性向上等に取り組んでまいりました。

以上の結果、売上高は7,513百万円(前年同四半期比5.0％増）営業利益は481百万円（前年同四半期比15.5％増）、

経常利益は605百万円（前年同四半期比45.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は406百万円（前年同四半期

比139.7％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

新規自動ドア販売において前期のシートシャッターの大型物件の反動減はあったものの、取替台数及び保守契

約の堅調な増加によって、売上高は5,165百万円（前年同四半期比4.2％増）、セグメント利益（営業利益）は

1,298百万円（前年同四半期比8.5％増）となりました。

② 建具関連

ステンレスサッシを中心としたサッシ関連の受注が好調に推移し、売上高は1,830百万円（前年同四半期比6.7

％増）、セグメント損失（営業損失）は16百万円（前年同四半期は59百万円のセグメント損失（営業損失））と

なりました。

③ その他

付帯事業が好調に推移した結果、売上高は516百万円（前年同四半期比6.5％増）となりました。

利益につきましては、駐輪システム事業の人員体制の見直しによる人件費及び経費の減少により、セグメント

利益（営業利益）は70百万円（前年同四半期比188.0％増）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、9,360百万円となり、前連結会計年度末と比べ０百万円の増加と

なりました。これは仕掛品が580百万円、現金及び預金が91百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が640百万円

減少したこと等によるものであります。

負債総額は、3,734百万円となり、前連結会計年度末と比べ272百万円の減少となりました。これは賞与引当金が123

百万円、未払法人税等が88百万円、役員退職慰労引当金が66百万円減少したこと等によるものであります。

純資産総額は、5,626百万円となり、前連結会計年度末と比べ273百万円の増加となりました。これは利益剰余金が

親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により406百万円増加した一方で、配当金の支払により171百万円減少した

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、平成29年５月12日の「平成29年３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
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,043,650 2,135,405

受取手形及び売掛金 2,125,112 1,484,760

電子記録債権 358,825 342,060

仕掛品 858,539 1,439,500

原材料及び貯蔵品 190,616 189,138

その他 469,508 637,861

貸倒引当金 △1,661 △1,433

流動資産合計 6,044,592 6,227,294

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,124,887 1,073,242

土地 990,273 990,273

その他（純額） 192,608 151,056

有形固定資産合計 2,307,770 2,214,573

無形固定資産

その他 146,522 119,924

無形固定資産合計 146,522 119,924

投資その他の資産

その他 881,133 819,121

貸倒引当金 △20,202 △20,155

投資その他の資産合計 860,930 798,965

固定資産合計 3,315,223 3,133,463

資産合計 9,359,815 9,360,758
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,056,010 2,057,073

短期借入金 136,102 74,136

未払法人税等 115,772 27,267

賞与引当金 123,843 －

製品保証引当金 3,806 3,884

工事損失引当金 257 220

その他 825,513 944,577

流動負債合計 3,261,303 3,107,159

固定負債

長期借入金 90,340 35,072

役員退職慰労引当金 245,445 178,690

退職給付に係る負債 370,245 387,294

その他 40,011 26,364

固定負債合計 746,042 627,420

負債合計 4,007,346 3,734,579

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 4,678,464 4,913,288

株主資本合計 5,297,633 5,532,457

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 126,780 162,661

退職給付に係る調整累計額 △71,944 △68,940

その他の包括利益累計額合計 54,836 93,721

純資産合計 5,352,469 5,626,178

負債純資産合計 9,359,815 9,360,758
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 7,157,650 7,513,093

売上原価 4,622,539 4,856,134

売上総利益 2,535,111 2,656,958

販売費及び一般管理費 2,118,265 2,175,572

営業利益 416,845 481,386

営業外収益

受取利息 13 8

受取配当金 4,873 4,815

貸倒引当金戻入額 4,883 225

作業くず売却益 7,027 10,379

匿名組合投資利益 2,074 104,566

その他 8,104 8,259

営業外収益合計 26,976 128,256

営業外費用

支払利息 1,287 789

上場関連費用 25,884 －

その他 1,301 3,202

営業外費用合計 28,472 3,991

経常利益 415,349 605,651

特別利益

移転補償金 17,218 －

特別利益合計 17,218 －

特別損失

特別賞与 135,486 －

固定資産除却損 8,995 215

減損損失 1,562 －

投資有価証券評価損 863 －

ゴルフ会員権評価損 － 250

特別損失合計 146,908 465

税金等調整前四半期純利益 285,659 605,186

法人税、住民税及び事業税 51,153 134,979

法人税等調整額 64,886 63,613

法人税等合計 116,040 198,593

四半期純利益 169,618 406,593

親会社株主に帰属する四半期純利益 169,618 406,593
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 169,618 406,593

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,740 35,881

退職給付に係る調整額 3,640 3,003

その他の包括利益合計 10,380 38,885

四半期包括利益 179,999 445,478

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 179,999 445,478
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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）

前第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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 4,956,291 1,715,997 6,672,289 485,361 7,157,650

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― 9,704 9,704

計 4,956,291 1,715,997 6,672,289 495,065 7,167,355

セグメント利益 1,196,575 △59,009 1,137,565 24,475 1,162,041

(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 1,137,565

「その他」の区分の利益 24,475

全社費用(注) △742,079

棚卸資産の調整額 △33,171

その他の調整額 30,055

四半期連結損益計算書の営業利益 416,845

(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 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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 5,165,488 1,830,725 6,996,213 516,879 7,513,093

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― 12,014 12,014

計 5,165,488 1,830,725 6,996,213 528,893 7,525,107

　セグメント利益
　又は損失（△）

1,298,132 △16,485 1,281,647 70,496 1,352,144

（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 1,281,647

「その他」の区分の利益 70,496

全社費用(注) △876,939

棚卸資産の調整額 △20,818

その他の調整額 27,000

四半期連結損益計算書の営業利益 481,386

（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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