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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 25,066 ― △284 ― △131 ― △506 ―

20年3月期第1四半期 26,129 △3.8 20 △96.1 149 △76.9 △53 ―

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

21年3月期第1四半期 △7.36 ―

20年3月期第1四半期 △0.78 ―

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

21年3月期第1四半期 97,062 42,525 43.8 618.74
20年3月期 97,018 43,039 44.4 626.52

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  42,525百万円 20年3月期  43,039百万円

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  
 

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

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 59,000 ― 1,500 ― 1,700 ― 1,000 ― 14.55
通期 125,000 4.5 4,200 40.7 4,500 36.8 2,300 84.3 33.46

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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月13日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。 
２．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。業績予想に関する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情
報をご参照下さい。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  72,196,487株 20年3月期  72,196,487株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,467,179株 20年3月期  3,500,303株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  68,730,282株 20年3月期第1四半期  68,740,524株



【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 

   当第１四半期における我が国経済は、原油価格や穀物価格の高騰、米国のサブプライムローン問題を背景とし 

  た金融市場の混乱等の影響により、景気の先行きに対する不安感から個人消費は低迷し、企業収益に対しても一 

  層の厳しさが加わっている状況にあります。 

   当グループを取り巻く建設・住宅業界におきましても、原油及び鋼材等原材料価格の高騰並びに昨年施行され 

  た改正建築基準法により建築着工戸数が大幅に減少した影響を受け、依然として厳しい事業環境が続いておりま 

  す。 

   このような状況下におきまして、当第１四半期の売上高は、サービス事業及びリフォーム事業が堅調に推移し 

  たものの、新設住宅着工及び大型商業施設・倉庫向けの非居住総着工床面積が大幅に減少した影響を受け、シャ 

  ッター関連製品事業及び建材関連製品事業が減少したため、売上高合計は25,066百万円（前年同期比4.1％減）と

  なりました。一方、収益面におきましては、企業コストの低減並びに販売価格の引き上げ効果はあったものの、 

  市場が縮小傾向にあるなかで、売上高が減少したことが大きく影響し、営業損失は284百万円、経常損失は131百 

  万円、また、四半期純損失は特別損失として投資有価証券売却損を計上したこと等により506百万円となりまし 

  た。 

  事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

  

  １．シャッター関連製品事業 

   防火シャッター等への危害防止装置設置義務化による需要増があったものの、建築着工数減少の影響から、概 

  ね低調傾向にあり、当第１四半期の売上高は12,030百万円、営業利益は534百万円となりました。 

  

  ２．建材関連製品事業 

   ビル用建材において工場・倉庫向けドア及びパーティションが低調に推移いたしました結果、当第１四半期 

  の売上高は7,852百万円、営業損失は163百万円となりました。 

  

  ３．サービス事業 

   既存構築物の充足感の高まりにより、ストック市場が拡大している環境変化のなかで、連結子会社文化シヤッ 

  ターサービス株式会社を中心に、修理・メンテナンス等が好調に推移いたしました結果、当第１四半期の売上高 

  は2,681百万円、営業利益は161百万円となりました。 

  

  ４．リフォーム事業 

   連結子会社ゆとりフォーム株式会社におきまして、商品代、工事代、諸経費等をパッケージ化した商品「安心 

  価格」が引き続き堅調に推移いたしました結果、当第１四半期の売上高は1,783百万円となりましたが、新規事業

  所開設に伴う営業費用の増加等の影響により、営業損失は43百万円となりました。 

  

  ５．その他事業 

   ビルのエントランス向けステンレス製品等が低調傾向にありましたので、当第１四半期の売上高は717百万円、

  営業損失は7百万円となりました。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期末の総資産は97,062百万円となり、前連結会計年度末に比べ43百万円増加いたしました。流動資産 

 は58,548百万円となり、1,606百万円減少いたしました。これは、たな卸資産が増加（1,625百万円）した一方で、 

 受取手形及び売掛金が減少（4,089百万円）したことが主な要因であります。固定資産は38,513百万円となり、 

 1,649百万円増加いたしました。これは、有形固定資産が増加（785百万円）、投資有価証券が増加（865百万円）し

 たことが主な要因であります。  

  当第１四半期末の負債は54,536百万円となり、前連結会計年度末に比べ557百万円増加いたしました。流動負債は

 35,430百万円となり、540百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金が減少（1,817百万円）した一方 

 で、短期借入金が増加(1,953百万円）したことが主な要因であります。固定負債は19,106百万円となり、16百万円 

 増加いたしました。これは、役員退職慰労引当金が減少（16百万円）、退職給付引当金が減少(13百万円）した一方

 で、負ののれんが増加（47百万円）したことが主な要因であります。 

  当第１四半期末の純資産は42,525百万円となり、前連結会計年度末に比べ514百万円減少いたしました。これは、

 その他有価証券評価差額金が増加（394百万円）した一方で、当四半期純損失の計上（506百万円）、配当金の支払 

 い（412百万円）により利益剰余金が減少（918百万円）したことが主な要因であります。 

  

 （キャッシュ・フローについて）  

  当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、11,448百万円となり、前連結会計年度 

 末に比べ75百万円増加いたしました。 

  当第１四半期末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期末において営業活動の結果使用した資金は624百万円となりました。 

  収入の主な内訳は、売上債権の減少額4,089百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額1,817百万円、 

 たな卸資産の増加額1,457百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期末において投資活動の結果使用した資金は847百万円となりました。 

  収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入131百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支

 出448百万円、投資有価証券の取得による支出400百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期末において財務活動の結果得られた資金は1,547百万円となりました。 

  収入の主な内訳は、短期借入金の増加額1,964百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額412百万円であ 

 ります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期の連結業績は、前年同期と比較して売上高、利益ともに減少しておりますが、原材料価格の高騰分 

 を売価アップにより吸収しつつあります。今後は改正建築基準法施行による建築着工数減少の影響も徐々に回復す 

 ると予測され、大型商業施設向けを中心としてシャッター関連製品事業の受注残高は前年同期比7.0％増となってお

 り、また、企業コストの低減についてもグループ全体で取り組み利益拡大に努めてまいります。以上の理由によ 

 り、第２四半期連結累計期間・通期の業績予想については、現段階では平成20年５月13日に公表いたしました連結 

 業績予想と変更はありません。 



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） 

 該当事項はありません。  

（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 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 一部の連結子会社は、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているた  

 め、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

②税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会 

 計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま 

 す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

（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 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

 する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

 表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

 が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

 月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

 に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、従来の方法によった場合と比べ、営業損失、経

 常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

 おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

 第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

 指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

 20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

 とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

 っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について 

 は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が

 適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

 計処理を引き続き採用しております。これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

 る影響は軽微であります。 



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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,792 11,640

受取手形及び売掛金 30,137 34,227

商品 2,835 2,465

製品 6,178 5,062

原材料 2,560 2,464

仕掛品 763 720

その他 4,479 3,798

貸倒引当金 △199 △223

流動資産合計 58,548 60,155

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,414 8,924

土地 8,017 7,787

その他（純額） 2,971 2,907

有形固定資産合計 20,404 19,618

無形固定資産   

のれん 11 －

その他 1,005 996

無形固定資産合計 1,017 996

投資その他の資産   

投資有価証券 7,342 6,477

その他 10,399 10,371

貸倒引当金 △650 △600

投資その他の資産合計 17,091 16,248

固定資産合計 38,513 36,863

資産合計 97,062 97,018



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,870 22,688

短期借入金 3,615 1,661

未払法人税等 204 426

賞与引当金 1,080 1,918

役員賞与引当金 19 78

工事損失引当金 155 102

その他 9,484 8,012

流動負債合計 35,430 34,889

固定負債   

長期借入金 1 0

退職給付引当金 15,863 15,877

役員退職慰労引当金 763 779

負ののれん 47 －

その他 2,430 2,431

固定負債合計 19,106 19,089

負債合計 54,536 53,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,051 15,051

資本剰余金 14,159 14,164

利益剰余金 13,477 14,395

自己株式 △1,237 △1,251

株主資本合計 41,451 42,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,074 679

評価・換算差額等合計 1,074 679

純資産合計 42,525 43,039

負債純資産合計 97,062 97,018



（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）

当第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) 

売上高 25,066

売上原価 18,482

売上総利益 6,583

販売費及び一般管理費 6,867

営業損失（△） △284

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 102

負ののれん償却額 2

その他 55

営業外収益合計 176

営業外費用  

支払利息 10

その他 13

営業外費用合計 23

経常損失（△） △131

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除却損 13

投資有価証券売却損 127

その他 64

特別損失合計 205

税金等調整前四半期純損失（△） △332

法人税等 173

四半期純損失（△） △506



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第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) 

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損失（△） △332

減価償却費 395

負ののれん償却額 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26

賞与引当金の増減額（△は減少） △838

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59

退職給付引当金の増減額（△は減少） △241

受取利息及び受取配当金 △118

支払利息 10

投資有価証券評価損益（△は益） 23

投資有価証券売却損益（△は益） 127

固定資産処分損益（△は益） 13

売上債権の増減額（△は増加） 4,089

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,457

仕入債務の増減額（△は減少） △1,817

その他 △231

小計 △412

利息及び配当金の受取額 123

利息の支払額 △11

法人税等の支払額 △323

営業活動によるキャッシュ・フロー △624

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △76

有形固定資産の取得による支出 △448

無形固定資産の取得による支出 △57

投資有価証券の取得による支出 △400

投資有価証券の売却による収入 9

貸付けによる支出 △4

貸付金の回収による収入 131

投資活動によるキャッシュ・フロー △847

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） 1,964

長期借入金の返済による支出 △11

自己株式の取得による支出 △1

自己株式の売却による収入 10

配当金の支払額 △412

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75

現金及び現金同等物の期首残高 11,373

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,448



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な製品 

(1）シャッター関連製品事業……軽量シャッター・重量シャッター・オーバードア・パネルシャッター・ 

               窓シャッター・シャッター関連 

(2）建材関連製品事業……………エクステリア・横引き雨戸・ドア・パーティション 

(3）サービス事業…………………保守・修理 

(4）リフォーム事業………………リフォーム 

(5）その他事業……………………賃貸収入 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は761百万円であり、その主なもの

は、当社本社の人事総務部等管理部門に係る費用であります。 

  

当第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） 

シャッター
関連製品 
事業 

（百万円） 

建材関連 
製品事業 
（百万円） 

サービス 
事業 

（百万円）

リフォーム
事業 

（百万円）

その他 
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高                 

(1）外部顧客に対

する売上高 
12,030 7,852 2,681 1,783 717 25,066 － 25,066 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

486 0 269 2 26 785 (785) － 

    計 12,516 7,852 2,951 1,786 744 25,851 (785) 25,066 

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
534 △163 161 △43 △7 481 (765) △284 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 当第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）  

  全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報 

 の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

 当第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）  

  海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

（６）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。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 26,129 

Ⅱ 売上原価 19,365 

売上総利益 6,763 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,743 

営業利益 20 

Ⅳ 営業外収益 156 

受取利息  13 

受取配当金 96 

その他の営業外収益 46 

Ⅴ 営業外費用 27 

支払利息  8 

その他の営業外費用  18 

経常利益 149 

Ⅵ 特別利益 0 

Ⅶ 特別損失 38 

税金等調整前四半期純利益 111 

法人税等 165 

四半期純損失 53 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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  111 

減価償却費  358 

貸倒引当金の増減額  △21

賞与引当金の増減額  60 

役員賞与引当金の増減額 △76

退職給付引当金の増減額 △278

受取利息及び受取配当金 △110

支払利息  8 

固定資産処分損益 2 

売上債権の増減額 4,975 

たな卸資産の増減額  △1,119

仕入債務の増減額 △2,462

その他  △1,228

小計 220 

利息及び配当金の受取額 113 

利息の支払額  △8

法人税等の支払額  △445

営業活動によるキャッシュ・フロー △120

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額 △49

有形固定資産の取得による支出 △151

有形固定資産の売却による収入  1 

無形固定資産の取得による支出  △122

投資有価証券の取得による支出  △0

貸付けによる支出  △7

貸付金の回収による収入 6 

投資活動によるキャッシュ・フロー △323

Ⅲ 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 2,250 

長期借入金の返済による支出  △0

自己株式の取得による支出  △4

配当金の支払額  △412

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,832 



  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,388 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,579 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 10,968 

（３）セグメント情報  

ａ．事業の種類別セグメント情報  

 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な製品 

(1) シャッター関連製品事業……軽量シャッター・重量シャッター・オーバードア・パネルシャッター・ 

               窓シャッター・シャッター関連 

(2) 建材関連製品事業……………エクステリア・横引き雨戸・ドア・パーティション 

(3) サービス事業…………………保守・修理 

(4) リフォーム事業………………リフォーム 

(5) その他事業……………………賃貸収入 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は750百万円であり、その主なもの

は、当社本社の総務部・人事部等管理部門に係る費用であります。  

  

前第１四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

  

シャッター
関連製品 
事業 

（百万円） 

建材関連 
製品事業 
（百万円） 

サービス 
事業 

（百万円）

リフォーム
事業 

（百万円）

その他 
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高                 

(1）外部顧客に対

する売上高 
12,680 8,341 2,598 1,683 825 26,129 － 26,129 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

396 0 143 3 22 566 (566) － 

    計 13,077 8,342 2,742 1,686 847 26,695 (566) 26,129 

  営業費用 12,403 8,413 2,582 1,718 802 25,920 188 26,108 

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
673 △70 159 △31 44 775 (754) 20 

ｂ．所在地別セグメント情報  

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日  至平成19年６月30日）   

      全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報 

          の記載を省略しております。  

ｃ．海外売上高  

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日  至平成19年６月30日）   

      海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 



６．生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

(2）商品仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

(3）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

シャッター関連製品事業（百万円） 6,761 

建材関連製品事業（百万円） 2,559 

サービス事業（百万円） － 

リフォーム事業（百万円） － 

その他事業（百万円） 151 

合計（百万円） 9,473 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

シャッター関連製品事業（百万円） 653 

建材関連製品事業（百万円） 3,207 

サービス事業（百万円） 164 

リフォーム事業（百万円） 1,342 

その他事業（百万円） 524 

合計（百万円） 5,892 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

シャッター関連製品事業 13,836 18,103 

建材関連製品事業 9,310 18,302 

サービス事業 2,656 1,172 

リフォーム事業 2,151 1,025 

その他事業 982 848 

合計 28,937 39,453 



(4）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

シャッター関連製品事業（百万円） 12,030 

建材関連製品事業（百万円） 7,852 

サービス事業（百万円） 2,681 

リフォーム事業（百万円） 1,783 

その他事業（百万円） 717 

合計（百万円） 25,066 
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