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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年2月期第3四半期 6,786 △6.8 281 115.7 285 143.9 100 126.3
22年2月期第3四半期 7,279 ― 130 ― 117 ― 44 ―

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

23年2月期第3四半期 17.16 ―

22年2月期第3四半期 7.58 ―

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

23年2月期第3四半期 12,049 9,355 77.6 1,591.87
22年2月期 12,730 9,331 73.3 1,587.73

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  9,355百万円 22年2月期  9,331百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年2月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
23年2月期 ― 0.00 ―

23年2月期 
（予想）

12.00 12.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,200 1.2 450 14.9 450 19.7 225 14.2 38.28



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 5,970,480株 22年2月期  5,970,480株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  93,238株 22年2月期  93,238株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 5,877,242株 22年2月期3Q 5,877,482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手続の対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、
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等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国の需要や各国政府の経済対策
に支えられ、一部の業種では堅調に推移したものの、為替問題やデフレの長期化等により、先行き景気の
腰折れが懸念される状況となっております。 
建築金物業界におきましては、公共工事や一般商業ビル及び設備投資は依然厳しい状況が続いておりま

すが、住宅関連では住宅取得促進政策や低金利政策を背景に、新設住宅着工戸数は持ち直す状況となって
おります。 
このような状況の中、建築金物関連の製品は設備投資や商業ビルの新築が低迷しており、ルーバーやア

ルミ笠木等のビル外装建材関連の製品は、物件数が減少し厳しい状況となる一方、住宅関連向け建築金物
の製品群は、堅実に推移いたしました。 
エクステリア関連の製品につきましては、戸建住宅着工の増加をはじめ、ファミリー向けの賃貸住宅へ

の融資や入居率に改善がみられ、中小規模の賃貸集合住宅の新築着工戸数は比較的堅調に推移したため、
自転車置場やゴミ収納庫等の販売は、企業間競争がますます厳しい状況ではありますが、品揃えなどの対
応で堅実に取り組んでおります。 
製造に関しましては、一部の材料価格の値下がりと共に、生産工程の改善等による製造経費の低減に努

めました。また、配送コスト等の販売管理費の削減に取り組んでまいりました。  
取引先や関連業界の展示会にも参画し、販売先へ緊密な営業活動を進め、収益の確保に取り組みました

が、販売の回復は厳しい状況となりました。 
以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高につきましては67億86百万円となりました。利益面では製

造経費や販売管理費の削減に取り組んだ結果、営業利益は２億81百万円、経常利益は２億85百万円となり
ました。四半期純利益は、減損損失43百万円や投資有価証券評価損26百万円等の特別損失を計上したため
１億円となりました。 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ６億81百万円減少し、120億49百万円と
なりました。これは、売上の減少に伴い売上債権が７億２百万円減少したことが主因であります。 
負債につきましては、前事業年度末に比べ７億５百万円減少し、26億93百万円となりました。これ

は、仕入高の減少に伴い仕入債務が３億11百万円減少し、更に短期借入金が２億70百万円減少したこ
とが主因であります。 
なお、純資産は、前事業年度末に比べ24百万円増加し、93億55百万円となりました。これは、利益

剰余金が前事業年度に係る配当金の支払いにより70百万円減少したものの、第３四半期純利益により
１億円増加したことなどから、30百万円増加したことが主因であります。この結果、自己資本比率は
77.6％となりました。 

  

当第３四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少３億１百万
円などにより支出増となったものの、税引前四半期純利益２億15百万円、売上債権の減少６億99百万
円などにより、前年同四半期累計期間に比べて４億61百万円減少し、５億71百万円の収入となりまし
た。 
当第３四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、機械装置などの有形固定資

産の取得による支出１億29百万円などにより、前年同四半期累計期間に比べて60百万円支出が減少
し、１億24百万円の支出となりました。 
当第３四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額１億

50百万円、長期借入金の返済１億２百万円及び配当金の支払70百万円により、前年同四半期累計期間
に比べて３億49百万円支出が減少し、３億40百万円の支出となりました。 
これらの結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ96百万

円増加し、７億70百万円となりました。 
  

現時点におきましては、平成22年4月12日に発表いたしました業績予想に修正はありません。 
  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の変動状況

② キャッシュ・フローの状況

(3) 業績予想に関する定性的情報
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当第３四半期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２四半期会計期間
末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。 

予定価格等を採用しているために原価差額が生じた場合、当該原価差額の棚卸資産と売上原価へ
の配賦方法を年度決算と比較して簡便的に実施する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化がな
く、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度決算にお
いて採用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前事業年度
末以降に経営環境等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認めら
れた場合には、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該
著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（簡便な会計処理）

①棚卸資産の評価方法

②原価差額の配賦方法

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,505,908 1,409,039

受取手形 1,715,344 1,958,419

売掛金 1,510,433 1,969,656

商品 7,925 3,513

製品 595,526 580,547

原材料 342,409 290,713

仕掛品 167,111 158,716

貯蔵品 25,888 22,186

繰延税金資産 134,235 101,793

その他 35,026 12,763

貸倒引当金 △645 △1,966

流動資産合計 6,039,165 6,505,383

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,427,168 2,499,807

機械及び装置（純額） 276,314 293,887

土地 2,187,454 2,248,027

その他（純額） 155,036 189,265

有形固定資産合計 5,045,974 5,230,988

無形固定資産 44,255 47,219

投資その他の資産

投資有価証券 259,483 292,321

関係会社株式 20,000 20,000

保険積立金 508,121 498,251

破産更生債権等 2,835 25

繰延税金資産 18,652 12,440

その他 144,532 154,102

貸倒引当金 △33,959 △30,649

投資その他の資産合計 919,665 946,492

固定資産合計 6,009,896 6,224,700

資産合計 12,049,061 12,730,083
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形 276,170 470,055

買掛金 1,183,886 1,301,304

短期借入金 300,000 570,000

未払金 123,476 191,616

未払法人税等 103,144 181,945

未払費用 134,916 129,124

賞与引当金 244,394 148,361

役員賞与引当金 15,000 10,000

その他 50,836 145,314

流動負債合計 2,431,825 3,147,721

固定負債

役員退職慰労引当金 197,050 186,175

その他 64,404 64,696

固定負債合計 261,454 250,871

負債合計 2,693,279 3,398,593

純資産の部

株主資本

資本金 481,524 481,524

資本剰余金 250,398 250,398

利益剰余金 8,686,913 8,656,557

自己株式 △53,520 △53,520

株主資本合計 9,365,315 9,334,959

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,532 △3,469

評価・換算差額等合計 △9,532 △3,469

純資産合計 9,355,782 9,331,489

負債純資産合計 12,049,061 12,730,083
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 7,279,503 6,786,859

売上原価 5,078,694 4,499,385

売上総利益 2,200,808 2,287,474

販売費及び一般管理費 2,070,261 2,005,855

営業利益 130,547 281,619

営業外収益

受取利息 1,277 462

受取配当金 8,469 6,324

助成金収入 11,305 11,018

その他 13,631 12,730

営業外収益合計 34,683 30,535

営業外費用

支払利息 8,975 2,360

売上割引 17,261 17,437

為替差損 13,923 －

休止固定資産減価償却費 － 6,642

その他 8,048 323

営業外費用合計 48,209 26,763

経常利益 117,021 285,391

特別利益

貸倒引当金戻入額 32,139 1,321

その他 350 －

特別利益合計 32,490 1,321

特別損失

たな卸資産評価損 38,121 －

減損損失 － 43,461

投資有価証券評価損 － 26,658

その他 1,804 1,072

特別損失合計 39,925 71,192

税引前四半期純利益 109,585 215,519

法人税、住民税及び事業税 109,498 149,249

法人税等調整額 △44,486 △34,611

法人税等合計 65,011 114,637

四半期純利益 44,573 100,882
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 109,585 215,519

減価償却費 260,363 245,548

減損損失 － 43,461

投資有価証券評価損益（△は益） － 26,658

たな卸資産評価損 38,121 －

引当金の増減額（△は減少） 49,516 113,897

受取利息及び受取配当金 △9,747 △6,786

支払利息 8,975 2,360

売上債権の増減額（△は増加） 813,942 699,736

たな卸資産の増減額（△は増加） 206,833 △83,184

仕入債務の増減額（△は減少） △422,564 △301,227

その他の資産の増減額（△は増加） △2,613 △18,360

その他の負債の増減額（△は減少） △36,087 △80,372

未払消費税等の増減額（△は減少） 89,292 △74,672

その他 18,805 9,683

小計 1,124,423 792,262

利息及び配当金の受取額 9,810 6,832

利息の支払額 △8,388 △2,496

法人税等の支払額 △92,840 △225,299

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,033,005 571,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △171,752 △129,956

有形固定資産の売却による収入 10,002 23,797

定期預金の預入による支出 △995,000 △995,000

定期預金の払戻による収入 995,000 995,000

その他 △23,100 △18,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △184,851 △124,235

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） △400,000 △150,000

長期借入金の返済による支出 △220,000 △120,000

自己株式の取得による支出 △292 －

配当金の支払額 △69,707 △70,362

財務活動によるキャッシュ・フロー △689,999 △340,362

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,281 △9,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141,872 96,868

現金及び現金同等物の期首残高 725,994 674,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 867,867 770,908
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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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（注）１ 金額については、製造原価で記載しております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
（注）１ 当社は、外装用建材の外装パネル以外の品目は見込生産で行っております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

品  目

前年同四半期
(平成22年２月期第３四半期)

当四半期
(平成23年２月期第３四半期)

比較増減
(△は減)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

建築金物 1,626,554 40.1 1,629,462 41.9 2,908

外装用建材 511,629 12.6 456,534 11.7 △55,094

エクステリア 1,865,442 46.0 1,762,339 45.3 △103,102

その他 50,742 1.3 43,478 1.1 △7,263

合  計 4,054,368 100.0 3,891,815 100.0 △162,553

② 受注実績

品  目
受注高 受注残高

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

外装用建材

 外装パネル 104,465 112.7 59,936 71.2

③ 販売実績

品  目

前年同四半期
(平成22年２月期第３四半期)

当四半期
(平成23年２月期第３四半期)

比較増減
(△は減)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

製品・商品

 建築金物 2,880,881 39.6 2,897,122 42.7 16,241

 外装用建材 1,032,125 14.2 823,550 12.1 △208,574

 エクステリア 2,486,106 34.1 2,399,029 35.4 △87,076

 その他 746,959 10.3 543,046 8.0 △203,912

小計 7,146,072 98.2 6,662,749 98.2 △483,322

不動産事業収入 133,431 1.8 124,110 1.8 △9,320

合  計 7,279,503 100.0 6,786,859 100.0 △492,643
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