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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第１四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年３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 ％

2021年12月期第１四半期 3,264 △6.1 201 82.0 209 78.7 140 70.9

2020年12月期第１四半期 3,475 6.0 110 △55.1 117 △54.4 82 △52.8
(注)包括利益 2021年12月期第１四半期 175百万円( 554.6％) 2020年12月期第１四半期 26百万円(△84.8％)
　

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

2021年12月期第１四半期 26.26 －

2020年12月期第１四半期 15.37 －
　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益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 ％

2021年12月期第１四半期 10,717 6,254 58.4

2020年12月期 10,407 6,170 59.3
(参考) 自己資本 2021年12月期第１四半期 6,254百万円 2020年12月期 6,170百万円

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

2020年12月期 － 10.00 － 17.00 27.00

2021年12月期 －

2021年12月期(予想) 10.00 － 18.00 28.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12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 12,400 6.2 575 5.5 600 3.2 370 33.1 68.93
(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

（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) 2021年12月期１Ｑ 5,367,800株 2020年12月期 5,367,800株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 150株 2020年12月期 150株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 5,367,650株 2020年12月期１Ｑ 5,367,675株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資等に持ち直しの動きがみられるものの、

新型コロナウイルス感染症再拡大の懸念等により先行きは極めて不透明な状況にあります。

このような状況下、当社グループは、デジタルマーケティング導入を始めとする営業力の強化に加え、業務効率

化による物件採算性の改善や自動ドア用非接触スイッチ等の衛生対策商品を含めたトータルリニューアルの受注推

進に努めてまいりました。

以上の結果、売上高は3,264百万円（前年同四半期比6.1％減）、営業利益は201百万円（前年同四半期比82.0％

増）、経常利益は209百万円（前年同四半期比78.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は140百万円（前年

同四半期比70.9％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

新規販売台数は減少したものの、リニューアル売上が好調に推移したことにより、売上高は2,106百万円（前

年同四半期比4.8％増）となりました。利益につきましては、利益率の高いリニューアル売上の増加に加え、新

規販売の採算性が改善したことにより、セグメント利益（営業利益）は562百万円（前年同四半期比28.8％増）

となりました。

② 建具関連

大型物件の売上数が減少したことにより、売上高は1,010百万円（前年同四半期比17.9％減）となりました。

利益につきましては、採算性の低い物件が減少したことにより、セグメント損失（営業損失）は12百万円（前

年同四半期は31百万円のセグメント損失（営業損失））となりました。

③ その他

駐輪システム事業及び環境機器事業等の売上減少により、売上高は147百万円（前年同四半期比37.0％減）、

セグメント利益（営業利益）は18百万円（前年同四半期比35.9％減）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額は、10,717百万円となり、前連結会計年度末と比べ309百万円の増

加となりました。これは受取手形及び売掛金が512百万円、現金及び預金が157百万円増加した一方で、仕掛品が260

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、4,462百万円となり、前連結会計年度末と比べ225百万円の増加となりました。これは賞与引当金が

161百万円、支払手形及び買掛金が88百万円増加したこと等によるものであります。

純資産総額は、6,254百万円となり、前連結会計年度末と比べ84百万円の増加となりました。これは親会社株主に

帰属する四半期純利益140百万円の計上と配当金91百万円の支払、その他有価証券評価差額金が32百万円増加したこ

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2021年２月10日の「2020年12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
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,896,318 2,054,183

受取手形及び売掛金 1,640,301 2,153,002

電子記録債権 418,213 478,446

仕掛品 1,430,994 1,170,923

原材料及び貯蔵品 180,728 182,498

その他 639,449 312,809

貸倒引当金 △1,577 △1,746

流動資産合計 6,204,427 6,350,117

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,525,055 1,504,697

土地 1,414,325 1,414,325

その他（純額） 67,659 68,117

有形固定資産合計 3,007,039 2,987,140

無形固定資産

その他 280,470 383,249

無形固定資産合計 280,470 383,249

投資その他の資産

その他 935,288 1,016,565

貸倒引当金 △19,929 △19,929

投資その他の資産合計 915,359 996,636

固定資産合計 4,202,869 4,367,027

資産合計 10,407,297 10,717,145
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,270,250 2,359,225

電子記録債務 － 570

短期借入金 147,048 162,206

未払法人税等 54,171 124,313

賞与引当金 － 161,832

製品保証引当金 3,406 3,440

工事損失引当金 366 1,401

建物解体費用引当金 35,000 16,800

その他 1,167,853 1,053,485

流動負債合計 3,678,095 3,883,273

固定負債

長期借入金 121,846 166,801

役員退職慰労引当金 238,767 234,813

退職給付に係る負債 189,478 169,375

その他 8,697 7,884

固定負債合計 558,790 578,873

負債合計 4,236,885 4,462,147

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 5,470,296 5,520,011

自己株式 △232 △232

株主資本合計 6,089,232 6,138,947

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 125,214 157,768

退職給付に係る調整累計額 △44,034 △41,717

その他の包括利益累計額合計 81,179 116,050

純資産合計 6,170,412 6,254,997

負債純資産合計 10,407,297 10,717,145
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 3,475,156 3,264,252

売上原価 2,510,742 2,197,002

売上総利益 964,413 1,067,249

販売費及び一般管理費 853,547 865,441

営業利益 110,865 201,808

営業外収益

受取利息 47 34

受取配当金 2,975 3,145

作業くず売却益 1,888 2,728

その他 1,831 2,393

営業外収益合計 6,742 8,301

営業外費用

支払利息 392 806

リース解約損 92 －

その他 － 2

営業外費用合計 484 809

経常利益 117,124 209,300

特別損失

固定資産除却損 729 －

特別損失合計 729 －

税金等調整前四半期純利益 116,394 209,300

法人税、住民税及び事業税 65,054 112,594

法人税等調整額 △31,149 △44,259

法人税等合計 33,905 68,335

四半期純利益 82,489 140,965

親会社株主に帰属する四半期純利益 82,489 140,965
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 82,489 140,965

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △56,674 32,553

退職給付に係る調整額 1,046 2,316

その他の包括利益合計 △55,628 34,870

四半期包括利益 26,860 175,835

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 26,860 175,835
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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）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３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 2,010,836 1,230,154 3,240,990 234,165 3,475,156

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― 10,035 10,035

計 2,010,836 1,230,154 3,240,990 244,200 3,485,191

　セグメント利益
　又は損失（△）

436,358 △31,451 404,907 29,406 434,313

（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 404,907

「その他」の区分の利益 29,406

全社費用(注) △369,755

棚卸資産の調整額 37,307

その他の調整額 9,000

四半期連結損益計算書の営業利益 110,865

（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１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３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 2,106,490 1,010,307 3,116,797 147,454 3,264,252

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― 3,567 3,567

計 2,106,490 1,010,307 3,116,797 151,022 3,267,820

　セグメント利益
　又は損失（△）

562,176 △12,283 549,893 18,845 568,738

（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 549,893

「その他」の区分の利益 18,845

全社費用(注) △389,844

棚卸資産の調整額 13,913

その他の調整額 9,000

四半期連結損益計算書の営業利益 201,808

（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。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定につ

いて重要な変更はありません。

　


