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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 53,730 ― △219 ― △40 ― △1,108 ―

20年3月期第2四半期 56,915 1.0 1,377 △25.6 1,533 △23.5 653 △39.0

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2四半期 △16.13 ―

20年3月期第2四半期 9.51 ―

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2四半期 93,439 41,301 44.2 600.94
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2四半期  41,301百万円 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 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 120,000 0.3 2,800 △6.2 3,100 △5.7 650 △47.9 9.46

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．上記の業績予想につきましては、平成20年５月13日に公表いたしました内容から変更しております。詳細につきましては、本日（平成20年11月５日）公表いたしました
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
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2四半期  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2四半期  3,468,201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2四半期  68,729,402株 20年3月期第2四半期  68,735,764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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）における我が国経済は、エネルギー・原材 

 料価格の高騰及び米国経済の減速等の影響により設備投資が低調に推移し、さらには石油製品及び食料品などの生 

 活必需品の価格上昇により個人消費にも陰りが見られ、景気の減速感が強まる状況となりました。 

  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改正建築基準法 

 施行に伴う着工の遅れによる影響など、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２四半期連結累計期間の売上高合計は53,730百万円となりました。一方、 

 収益面におきましては、企業コストの低減に努め、販売価格の引き上げに取り組みましたものの、市場が縮小傾向 

 にあるなかで、原油及び鋼材等原材料価格の高騰分を吸収するまでには至らず、営業損失は219百万円、経常損失は

 40百万円、また、特別損失に平成14年６月から平成18年９月に販売いたしました防火シャッターの「自動閉鎖装 

 置」及び平成13年12月から平成16年４月に販売いたしました「危害防止用連動中継器」の不具合に伴う改修費用と 

 して製品補修引当金繰入額を205百万円計上したこと、及び株式市場低迷による影響で投資有価証券評価損を計上し

 たこと等により、四半期純損失は1,108百万円となりました。 

  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２四半期連結累計期間の売上高は24,974百万円、営業利益は1,182百万円となりました。

  

  ２．建材関連製品事業 

   住宅用ドアは堅調に推移しましたが、ビル用ドア、工場・倉庫向けドア及びパーティションが低調に推移した 

  結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は17,478百万円、営業損失は335百万円となりました。 

  

  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、保守体制増強の整備を 

  推し進めており、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・メンテナンス等が堅調に推移し 

  た結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,554百万円、営業利益は404百万円となりました。 

  

  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し、また、新規事業所開設に伴う営業費用の増加等により、当第２四半期連結累計 

  期間の売上高は4,153百万円、営業利益は38百万円となりました。 

  

  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、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,569百万

  円、営業損失は18百万円となりました。 

  



  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は93,439百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,579百万円減少しまし 

 た。流動資産は 55,724百万円となり、4,430百万円減少しました。これは、商品及び製品が増加（1,588百万円）し

 た一方で、受取手形及び売掛金が減少（6,301百万円）したことが主な要因であります。固定資産は37,715百万円と

 なり、851百万円増加いたしました。これは、有形固定資産が増加（899百万円）したことが主な要因であります。 

  当第２四半期連結会計期間末の負債は52,137百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,841百万円減少しました。

 流動負債は32,812百万円となり、2,076百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が減少（2,018百万円） 

 したことが主な要因であります。固定負債は19,325百万円となり、235百万円増加しました。これは、退職給付引当

 金が増加（103百万円）したこと、及び負ののれんが増加（45百万円）したことが主な要因であります。 

  当第２四半期連結会計期間末の純資産は41,301百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,737百万円減少しまし 

 た。これは、四半期純損失の計上（1,108百万円）、配当金の支払い（412百万円）により利益剰余金が減少（1,520

 百万円）したこと、及びその他有価証券評価差額金が減少（226百万円）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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、11,231百万円となり、前 

 連結会計年度末に比べ141百万円減少しました。 

  当第２四半期連結会計期間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２四半期連結会計期間末において営業活動の結果得られた資金は2,124百万円となりました。 

  収入の主な内訳は、売上債権の減少額6,301百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額2,018百万円、 

 たな卸資産の増加額1,620百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結会計期間末において投資活動の結果使用した資金は1,888百万円となりました。 

  収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入242百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支

 出1,428百万円、投資有価証券の取得による支出401百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結会計期間末において財務活動の結果使用した資金は378百万円となりました。 

  収入の主な内訳は、短期借入金の増加額49百万円であり、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２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月13日に 

 公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、本日（平 

 成20年11月５日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  



  

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２四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、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、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。 

（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を３年～13年としておりましたが、当第２四半期

 連結会計期間より３年～12年に変更しております。この変更は、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見

 直したことによるものであります。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等

 調整前四半期純損失は、それぞれ29百万円増加しております。また、耐用年数の変更に際して、会計システム

 整備の対応が遅延したことにより、第１四半期連結累計期間は、従来の方法によっております。従って、第１

 四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

 損失は、それぞれ13百万円少なく計上されております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

 載しております。 

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 11,670 11,640

受取手形及び売掛金 27,925 34,227

商品及び製品 9,116 7,528

仕掛品 749 720

原材料及び貯蔵品 2,635 2,632

その他 3,809 3,629

貸倒引当金 △181 △223

流動資産合計 55,724 60,155

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,229 8,924

土地 7,971 7,787

その他（純額） 3,316 2,907

有形固定資産合計 20,517 19,618

無形固定資産   

のれん 10 －

その他 975 996

無形固定資産合計 985 996

投資その他の資産   

投資有価証券 5,386 6,477

その他 11,825 10,371

貸倒引当金 △1,000 △600

投資その他の資産合計 16,211 16,248

固定資産合計 37,715 36,863

資産合計 93,439 97,018



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 20,670 22,688

短期借入金 1,700 1,661

未払法人税等 468 426

賞与引当金 2,013 1,918

役員賞与引当金 38 78

工事損失引当金 280 102

製品補修引当金 205 －

その他 7,436 8,012

流動負債合計 32,812 34,889

固定負債   

長期借入金 1 0

退職給付引当金 15,981 15,877

役員退職慰労引当金 773 779

負ののれん 45 －

その他 2,523 2,431

固定負債合計 19,325 19,089

負債合計 52,137 53,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,051 15,051

資本剰余金 14,160 14,164

利益剰余金 12,875 14,395

自己株式 △1,238 △1,251

株主資本合計 40,848 42,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 452 679

評価・換算差額等合計 452 679

純資産合計 41,301 43,039

負債純資産合計 93,439 97,018



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 53,730

売上原価 40,099

売上総利益 13,631

販売費及び一般管理費 13,851

営業損失（△） △219

営業外収益  

受取利息 27

受取配当金 104

受取賃貸料 39

負ののれん償却額 5

その他 73

営業外収益合計 250

営業外費用  

支払利息 41

その他 29

営業外費用合計 71

経常損失（△） △40

特別利益  

固定資産売却益 12

収用補償金 609

その他 24

特別利益合計 646

特別損失  

固定資産除却損 74

製品補修引当金繰入額 205

投資有価証券売却損 127

投資有価証券評価損 251

貸倒引当金繰入額 358

その他 192

特別損失合計 1,209

税金等調整前四半期純損失（△） △603

法人税等 504

四半期純損失（△） △1,108



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △603

減価償却費 834

負ののれん償却額 △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 359

賞与引当金の増減額（△は減少） 94

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △39

退職給付引当金の増減額（△は減少） △456

受取利息及び受取配当金 △132

支払利息 41

投資有価証券評価損益（△は益） 251

会員権評価損 20

投資有価証券売却損益（△は益） 127

固定資産処分損益（△は益） 62

売上債権の増減額（△は増加） 6,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,620

仕入債務の増減額（△は減少） △2,018

その他 △796

小計 2,421

利息及び配当金の受取額 136

利息の支払額 △41

法人税等の支払額 △391

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,124

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） △171

有形固定資産の取得による支出 △1,428

有形固定資産の売却による収入 94

無形固定資産の取得による支出 △146

投資有価証券の取得による支出 △401

投資有価証券の売却による収入 10

貸付けによる支出 △87

貸付金の回収による収入 242

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,888

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） 49

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 △5

自己株式の売却による収入 14

配当金の支払額 △412

その他 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △141

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 11,231



  

 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．追加情報 

  「４．その他 （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」に記載の

とおり、当第２四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。この変更に伴い、当第２四半期

連結累計期間の減価償却費がシャッター関連製品事業において13百万円、建材関連製品事業において13百万

円、その他事業において2百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

  

当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 
 24,974  17,478  5,554  4,153  1,569  53,730  －  53,730

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,057  1  461  2  56  1,578 (1,578)  －

    計  26,031  17,479  6,015  4,156  1,625  55,309 (1,578)  53,730

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
 1,182  △335  404  38  △18  1,271 (1,491)  △219

ｂ．所在地別セグメント情報 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        56,915  100.0

Ⅱ 売上原価        42,159  74.1

売上総利益        14,756  25.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        13,378  23.5

営業利益        1,377  2.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  27            

２．受取配当金  98            

３．受取賃貸料  43            

４．受取保険金  2            

５．その他の営業外収益  50  222  0.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  36            

２．その他の営業外費用  30  66  0.1

経常利益        1,533  2.7

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入額  17            

２．固定資産売却益  2            

３．その他の特別利益  0  19  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．特別補修費  38            

２．投資有価証券評価損  19            

３．和解金  17            

４．固定資産除却損  7            

５．割増退職金  0            

６．その他の特別損失  20  103  0.2

税金等調整前中間純利益        1,448  2.5

法人税、住民税及び事業税  449            

法人税等調整額  345  795  1.4

中間純利益        653  1.1

        



  

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,448

減価償却費   734

貸倒引当金の増減額  △57

賞与引当金の増減額  △81

役員賞与引当金の増減額  △51

退職給付引当金の増減額  △586

受取利息及び受取配当金  △125

支払利息   36

投資有価証券評価損   19

固定資産処分損益   8

売上債権の増減額   5,500

たな卸資産の増減額  △1,255

仕入債務の増減額  △1,824

その他  △405

小計  3,359

利息及び配当金の受取額   126

利息の支払額  △36

法人税等の支払額  △576

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,873

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額  △28

有形固定資産の取得による支出  △435

有形固定資産の売却による収入   35

無形固定資産の取得による支出 △137

無形固定資産の売却による収入  0

投資有価証券の取得による支出  △31

貸付けによる支出  △67

貸付金の回収による収入   60

投資活動によるキャッシュ・フロー △603

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  109

長期借入金の返済による支出  △46

自己株式の取得による支出  △13

自己株式の売却による収入   3

配当金の支払額  △412

財務活動によるキャッシュ・フロー △359

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  1,909

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  9,579

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  11,489

    



  

（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1,489百万円であり、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。  

  

  

前中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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 
 26,380  19,603  5,228  3,938  1,765  56,915  －  56,915

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 999  1  415  3  48  1,467 (1,467)  －

    計  27,379  19,604  5,643  3,941  1,813  58,383 (1,467)  56,915

  営業費用  25,480  19,232  5,246  3,849  1,704  55,512  25  55,537

  営業利益    1,899  372  397  92  109  2,871 (1,493)  1,377

ｂ．所在地別セグメント情報  

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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  

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

シャッター関連製品事業（百万円）  13,879

建材関連製品事業（百万円）  5,385

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）  325

合計（百万円）  19,589

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

シャッター関連製品事業（百万円）  1,442

建材関連製品事業（百万円）  6,807

サービス事業（百万円）  306

リフォーム事業（百万円）  2,808

その他事業（百万円）  983

合計（百万円）  12,348

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  27,022  18,344

建材関連製品事業  19,195  18,561

サービス事業  5,529  1,172

リフォーム事業  4,283  787

その他事業  2,660  1,675

合計  58,691  40,542



(4）販売実績 

 当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

シャッター関連製品事業（百万円）  24,974

建材関連製品事業（百万円）  17,478

サービス事業（百万円）  5,554

リフォーム事業（百万円）  4,153

その他事業（百万円）  1,569

合計（百万円）  53,730
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