
  

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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１四半期  4,078  6.5  197  102.7  176  145.5  100  64.7

25年３月期第１四半期  3,828  6.0  97  －  71  －  61  －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 100百万円（ ％） 65.3   25年３月期第１四半期 60百万円 （ ％） －

  
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 

26年３月期第１四半期  15.86  13.95

25年３月期第１四半期  9.62  8.46

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  14,926  5,500  36.8

25年３月期  15,251  5,532  36.3

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 5,500百万円   25年３月期 5,532百万円 

  
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  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 15.00  15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（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。

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  8,500  5.5  350  33.7  280  39.8  200  28.9  31.49

通期  18,000  2.7  800  10.7  700  23.6  450  △11.5  65.45

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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） 

 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 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１Ｑ 42,831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１Ｑ 6,348,385株 25年３月期１Ｑ 6,351,542株

※ 期末発行済株式数（優先株式）  26年３月期１Ｑ  2,000,000株   25年３月期  2,000,000株

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。

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

意事項等については、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。



 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 ―    

26年3月期(予想)    0.00 ―  17.170  17.170



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  8

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  8

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  8

連結製品別売上明細 ………………………………………………………………………………………………………  8

東洋シヤッター㈱ (5936) 平成26年3月期 第1四半期決算短信 

―　1　―



（１）経営成績に関する説明 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策などを背景に、企業業績が改善傾向に

なるなど景気回復の持ち直しの動きがあるものの、いまだ本格的な景気回復局面に入っているとはいえず、為替や

株式市場が大きく変動するなど、不安定な要素のなか推移しています。 

当シャッター業界におきましても穏やかな回復基調にはあるものの、建設業界での受注競争は激しく、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、積極的な営業活動の展開による受注確保

に取り組むとともに原価低減等を継続して実施してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における受注高は前年同四半期比7.7％増の5,008百万円となり、売上高

は前年同四半期比6.5％増の4,078百万円、営業利益は197百万円（前年同四半期比100百万円増加）、経常利益は 

176百万円（前年同四半期比104百万円増加）、四半期純利益は100百万円（前年同四半期比39百万円増加）となり

ました。  

 (２) 財政状態に関する説明 

 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て325百万円減少し14,926百万円とな

りました。  

  流動資産では前連結会計年度末比262百万円減少の6,970百万円となり、固定資産では前連結会計年度末比62百万

円減少の7,955百万円となりました。 

  流動負債では前連結会計年度末比192百万円減少の7,099百万円となり、固定負債では前連結会計年度末比100百

万円減少の2,327百万円となりました。 

  純資産では前連結会計年度末比32百万円減少の5,500百万円となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  今後の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

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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,233 1,189

受取手形及び売掛金 3,995 3,502

商品及び製品 0 －

仕掛品 976 1,011

原材料及び貯蔵品 608 638

繰延税金資産 152 144

その他 301 516

貸倒引当金 △35 △31

流動資産合計 7,233 6,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,769 2,729

土地 4,143 4,143

その他（純額） 466 442

有形固定資産合計 7,378 7,315

無形固定資産 69 65

投資その他の資産   

投資有価証券 24 24

関係会社株式 28 27

その他 548 544

貸倒引当金 △31 △21

投資その他の資産合計 570 574

固定資産合計 8,018 7,955

資産合計 15,251 14,926
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,995 3,719

短期借入金 1,525 1,520

1年内返済予定の長期借入金 378 378

リース債務 63 61

未払金 388 385

未払法人税等 135 70

賞与引当金 215 75

工事損失引当金 33 42

その他 556 847

流動負債合計 7,291 7,099

固定負債   

長期借入金 2,130 2,037

リース債務 124 109

長期未払金 16 20

繰延税金負債 114 118

退職給付引当金 41 41

固定負債合計 2,427 2,327

負債合計 9,719 9,426

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 3,328

自己株式 △38 △41

株主資本合計 5,529 5,497

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 5,500

負債純資産合計 15,251 14,926
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,828 4,078

売上原価 2,890 2,981

売上総利益 938 1,097

販売費及び一般管理費 841 899

営業利益 97 197

営業外収益   

受取保険金 6 0

臨時特例企業税還付金等 － 1

その他 6 2

営業外収益合計 13 4

営業外費用   

支払利息 21 14

シンジケートローン手数料 9 4

その他 8 7

営業外費用合計 39 25

経常利益 71 176

税金等調整前四半期純利益 71 176

法人税、住民税及び事業税 13 63

法人税等調整額 △2 11

法人税等合計 10 75

少数株主損益調整前四半期純利益 61 100

四半期純利益 61 100
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 61 100

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

その他の包括利益合計 △0 △0

四半期包括利益 60 100

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 60 100

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１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 71 176

減価償却費 75 74

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 △14

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） 13 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） △27 △139

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2 8

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 21 14

持分法による投資損益（△は益） 1 1

固定資産除却損 － 0

売上債権の増減額（△は増加） 950 503

たな卸資産の増減額（△は増加） △252 △64

仕入債務の増減額（△は減少） △555 △274

前受金の増減額（△は減少） 74 △15

前払費用の増減額（△は増加） △33 △88

未収入金の増減額（△は増加） △413 △117

その他 82 300

小計 △8 352

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △20 △14

法人税等の支払額 △52 △121

営業活動によるキャッシュ・フロー △80 216

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 △12 △34

貸付けによる支出 － △0

貸付金の回収による収入 5 1

その他 1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △5 △33

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） － △5

長期借入金の返済による支出 △89 △93

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △41 △129

財務活動によるキャッシュ・フロー △130 △228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △217 △44

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 1,022 1,189
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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１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

  至 平成25年６月30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   657  17.2  628  15.4  △4.4

 重量シャッター 2,052 53.6 2,294  56.2 11.8

 シャッター関連 268 7.0 267  6.6 △0.4

シャッター計 2,979 77.8 3,190  78.2 7.1

 スチールドア 687 18.0 768  18.9 11.8

 建 材 他 161 4.2 118  2.9 △26.5

合 計 3,828 100.0 4,078  100.0 6.5
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