
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 文化シヤッター株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5930 URL http://www.bunka-s.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 茂木 哲哉

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 西村 浩一 TEL 03-5844-7200
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 111,848 △6.5 △348 ― △159 ― △2,287 ―

20年3月期 119,626 △0.5 2,986 △29.2 3,289 △26.9 1,248 △36.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △33.29 ― △5.6 △0.2 △0.3

20年3月期 18.17 ― 2.9 3.3 2.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 89,232 39,091 43.8 568.85
20年3月期 97,018 43,039 44.4 626.52

（参考） 自己資本   21年3月期  39,091百万円 20年3月期  43,039百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,672 △3,577 △1,147 8,331
20年3月期 3,915 △1,183 △938 11,373

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 824 66.0 1.9
21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 962 ― 2.3

22年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 52.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

52,000 △3.2 650 ― 750 ― 300 ― 4.37

通期 109,000 △2.5 2,400 ― 2,500 ― 1,300 ― 18.92
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4．会計処理基準に関する事項」及び19ページ「(7)連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）金額又は１株当たり当期純損失（連結）金額の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」を
ご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  3,477,125株 20年3月期  3,500,303株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 92,579 △8.5 △1,168 ― △556 ― △2,398 ―

20年3月期 101,170 △1.1 1,460 △48.7 2,230 △37.1 926 △41.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △34.90 ―

20年3月期 13.47 ―

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 77,750 34,962 45.0 508.78
20年3月期 85,874 39,036 45.5 567.96

（参考） 自己資本 21年3月期  34,962百万円 20年3月期  39,036百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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「１．経営成績(1)経営成績に関す
る分析」をご参照ください。 
２．平成21年３月30日に不二サッシ株式会社の第2種優先株式を取得し、平成21年４月１日に普通株式へ転換したことにより、当社の関連会社（持分法適
用会社）となりました不二サッシ株式会社の当社持分に相当する業績予想値につきましては、「３． 22年３月期の連結業績予想」の数値には含めておりま
せん。 

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 
累計期間

41,000 △6.7 0 ― 700 ― 500 ― 7.28

通期 90,000 △2.8 1,000 ― 1,800 ― 1,100 ― 16.01
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(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の混乱による株式・為替市場の大

 幅な変動に加え、エネルギー・原材料価格高騰の影響により、企業業績は大幅に悪化し、雇用調整が急速に進むな

 ど、大変厳しい状況で推移いたしました。 

  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、改正建築基準法施行

 に伴う着工の遅れ等に伴う建設の減少、並びに金融不安による建築投資減少の影響など、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、当連結会計年度の売上高は、111,848百万円と前連結会計年度に比べ7,778百万

 円(6.5%)の減少となりました。収益面では、原価及び固定費など企業コストの削減に努めましたものの、建築着工

 数減少に伴う売上高減少の影響等により、当連結会計年度の経常損失は159百万円となりました。また、投資有価 

 証券評価損等を特別損失として計上しました結果、当期純損失は2,287百万円となりました。 

  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 

   建築着工数減少の影響から概ね低調傾向にあり、当連結会計年度の売上高は51,262百万円、営業利益は1,899 

  百万円となりました。 

 ２．建材関連製品事業 

   住宅用ドアは順調に推移しましたが、ビル用ドア及びパーティションが低調に推移しました結果、当連結会計

  年度の売上高は37,378百万円、営業損失は434百万円となりました。 

 ３．サービス事業 

   既存建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中で、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・メンテナンス等が堅調に推移し、また、保守体制強化のための先行投資を推

  し進めました結果、当連結会計年度の売上高は11,519百万円、営業利益は885百万円となりました。 

 ４．リフォーム事業 

   リフォーム業界の競争激化の中で、連結子会社ゆとりフォーム株式会社を中心に、業容拡大のための体制整備

  に対する先行投資を推し進めました結果、当連結会計年度の売上高は8,159百万円、営業損失は23百万円となり 

  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、当連結会計年度の売上高は3,528百万円、営業 

  利益は118百万円となりました。 

  

 ②次期の見通し 

  当グループは、お客様に「安心」「安全」を提供できる『快適環境のソリューショングループ』をめざすという

 長期ビジョンを掲げ、達成に向けた経営戦略に取り組んでおります。快適環境ソリューションとは、お客様の快適

 環境を実現するための活動を意味しており、「ライフ・イン」（お客様の視点に立ち、生活パターンや生活環境を

 十分に理解したうえで、商品やサービスを提供すること）・「ライフロング・パートナーシップ」（「ライフ・イ

 ン」の活動を繰り返し、お客様と長くお付き合いすることで、お客様からの信頼を高め、また持続させること）と

 いう二つのコンセプトを核に、お客様はもとより、社会全般に対して持続的に貢献できる活動を推し進めてまいり

 ます。 

  平成21年度は、新たに第二次中期経営計画をスタートさせ、「事業領域の拡大」の基本テーマのもと、「売上の

 質の拡充と利益の創出」、「企業コストの削減」、「基盤強化」を基本方針として掲げ、「メーカー原点の追求」

 を継続し、積極的な事業投資を実施することで企業価値の向上に努めてまいります。 

  「事業領域の拡大」の一環として、平成21年４月１日より不二サッシ株式会社との全面的な業務提携をスタート

 させ、両社合同の協業推進委員会を発足いたしました。同委員会において、商品開発をはじめとして、生産・製品

 供給、販売、施工、物流、購買、会計基準等における共同体制をテーマとして協議を開始いたしております。 

 また、当グループにおける初の海外子会社であるBUNKA-VIETNAM CO.,Ltd.におきましては、平成21年12月の竣工を

 めざし、ハノイ市郊外に工場建設を開始いたしております。建築物における防火基準の制定など、市場の成長が見

 込まれるベトナムにおいて、シャッター、ドアの現地生産及び販売に向け、積極的な事業展開を図ってまいりま 

 す。 

  「売上の質の拡充と利益の創出」におきましては、お客様の使途、用途に的確に対応できる提案型商品のライン

 アップを拡充させると共に、営業員一人ひとりの「提案営業技術」を向上させ、重点的に拡販を推し進めてまいり

 ます。主な商品展開としては、住宅ガレージの大型化、高級化に対応した電動静音アルミシャッター「御前様」や

 電動オーバースライディングドア「フラットピット」、住宅外観との調和を追求した軽量シャッター「エスプ 

１．経営成績
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 リ」、マンション駐車場等に 適な高速低振動グリルシャッター「大静快」、病院、福祉施設向けのバリアフリー

 対応引き戸「カームスライダー」、ユニバーサルデザインの折れ戸「ヒクオス」、リサイクル素材を原材料とした

 環境エクステリア建材「テクモク」等を取り揃える一方で、既設のシャッター等に対しては電動化率を高める取り

 組みを実施し、顧客増大及び収益性を向上させる取り組みを推し進めてまいります。また、シャッターやドアな 

 ど、その商品のほとんどに施工を伴うことから、施工品質もお客様満足の重要なファクターであると捉え、工事力

 及び施工管理体制の更なる充実をめざしてまいります。具体的には、平成21年４月より全社に先駆け、首都圏地区

 において施工部門を統括する首都圏地区施工統括部を新設し、業務効率の更なる改善による生産性の向上を図って

 まいります。さらに、平成22年４月に施行が予定されております防火シャッター及び防火ドアの保守点検法制化に

 向けて、保守点検事業のビジネスモデル構築に取り組み、「商品履歴管理システム」及び個別認識票「ＩＤタグ」

 を核とした「安心安全点検」と連動させ、サービス・メンテナンス体制を更に充実させてまいります。 

  「企業コストの削減」におきましては、 平成21年度よりＢＸＴＣＲ（BX Total Cost Reduction Project）を設

 置し、生産体制の構造改革、原材料及び仕入商品価格の削減、設計及び工事費の削減、販売費及び一般管理費の削

 減など、更なる全社的なコストダウンに取り組んでまいります。 

  「基盤強化」におきましては、平成18年の 「ＣＳＲ憲章」制定により、グループ内に浸透してまいりましたＣ 

 ＳＲへの取り組みを定着させ、環境配慮活動、法令遵守、内部統制などのＣＳＲ活動において、当グループ社員一

 人ひとりの理解と自主的行動に結びつけるべく、更なる教育・啓蒙を実践してまいります。 

  このように、当グループは「快適環境のソリューショングループ」として、お客様からの信頼、環境への配慮、

 地域への貢献など社会との共生を目指し、事業に取り組んでまいります。 

  平成22年3月期の連結業績につきましては、売上高1,090億円、営業利益24億円、経常利益25億円、当期純利益 

  13億円を見込んでおります。なお、当該業績予想値には、平成21年３月30日に不二サッシ株式会社の第２種優先 

  株式を取得し、平成21年４月１日に普通株式へ転換したことにより、当社の関連会社（持分法適用会社）となり 

  ました不二サッシ株式会社の当社持分に相当する業績予測値は含めておりません。  

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の総資産は89,232百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,786百万円減少しました。流動資 

 産は51,509百万円となり、8,645百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金が減少（3,288百万円）したこ

 と、現金及び預金が減少（3,015百万円）したことが主な要因であります。固定資産は37,722百万円となり、858百

 万円増加しました。これは、投資有価証券が減少(1,183百万円）した一方で、前払年金費用が増加（921百万円） 

 したこと、有形固定資産が増加（551百万円）したことが主な要因であります。  

  当連結会計年度末の負債は50,140百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,838百万円減少しました。流動負債 

 は30,503百万円となり、4,385百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が減少（2,742百万円）したこ 

 と、未払費用が減少（687百万円）したことが主な要因であります。固定負債は19,637百万円となり、547百万円増

 加しました。これは、退職給付引当金が増加（292百万円）したこと、及びリース債務が増加（287百万円）したこ

 とが主な要因であります。 

  当連結会計年度末の純資産は39,091百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,948百万円減少しました。これ 

 は、当期純損失の計上（2,287百万円）、配当金の支払い（893百万円）により利益剰余金が減少（3,180百万円） 

 したこと、及びその他有価証券評価差額金が減少（783百万円）したことが主な要因であります。 

  

 ②キャッシュフローの状況  

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、8,331百万円となり、前連結会計年 

 度末に比べ3,041百万円減少しました。 

  当連結会計年度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） 

  当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は1,672百万円となりました。 

  収入の主な内訳は、売上債権の減少額3,288百万円、たな卸資産の減少額1,667百万円であり、支出の主な内訳 

 は、仕入債務の減少額2,742百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は3,577百万円となりました。 

  収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入280百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による 

 支出2,070百万円、投資有価証券の取得による支出1,395百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は1,147百万円となりました。 

  支出の主な内訳は、配当金の支払額893百万円、短期借入金の減少額200百万円であります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ２．各指標は、下記の基準で算出しております。      

     自己資本比率：自己資本／総資産  

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

   ３．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   ４．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用して

     おります。 

   ５．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、短期借入金及び長期借入金を対象としており

     ます。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。  

  

 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

    当社の利益配分に関する基本的な考え方は、財務体質の強化による安定的な利益確保により株主への安定配当 

    を継続することを主旨とし、１株当たり年間１２円の配当を基準に、さらに業績を勘案した配当を実施すること 

    を基本方針としております。 

       当期の期末配当につきましては、期初予定通りの１株当たり７円とし、中間配当７円と合わせて年間配当を１４

      円とさせていただく予定です。  

        次期の配当につきましては、今後更に厳しい経営環境が続くものと想定されるため、誠に遺憾ではございます 

      が、当期の配当に比べ１株当たり年間４円の減配となる１株当たり年間１０円（中間配当５円、期末配当５円）を

      予定しております。 

     

  

  

   平成17年３月期 平成18年３月期  平成19年３月期  平成20年３月期  平成21年３月期

 自己資本比率（％） 42.7 44.0 44.2 44.4 43.8

 時価ベースの自己資本比率

（％） 
    37.8     50.1     49.6     22.4     28.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
    9.1     0.4     15.8     0.4     0.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
    3.9     78.1     1.7     53.6     18.8
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(4）事業等のリスク 

    当グループの事業に係るリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項は、以下の

   通りであります。当グループでは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の

   対応に努める所存であります。 

    なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したものでありま 

   す。 

  

   ①商品の性能保持や安全対策 

    当グループは防火シャッターや防火ドアなど防災型の商品を各種取り扱っており、これらの商品は火災発生時な

   ど緊急の際に性能が発揮されなければなりません。そのためには、保守点検が重要な要素となりますが、現状では

   それらの商品の定期的な保守点検は法制化されておらず、任意の契約となっております。現在、法制化に準じた制

   度で運用強化が進められておりますが、これまでのところそれら商品の保守点検契約率は一割に達しておりませ 

   ん。このことは、火災発生時における安全性の担保への潜在的なリスクとなっております。また、建物の大型開口

   部に設置される重量シャッター等に関しては、とくに安全性に関する厳密な性能が要求されます。重量シャッター

   等には障害物感知装置や安全装置を装備することができますが、これらの装備によっても、地震等の不測事態の発

   生や製品自体の経年劣化、構造躯体の劣化等により、万一の事故の発生を防げるとまでは言い切れません。重量が

   あり、可動する開口部商品を取り扱う当グループにおいては、施工後のメンテナンスまで含めて一貫した責任体制

   を敷いておりますが、万一、重大事故が発生すれば、当グループのブランドイメージが損なわれ、株価や業績に悪

   影響が及ぶことは避けられません。  

  

   ②景気低迷による住宅着工戸数と非住宅着工床面積減少の影響 

    平成20年９月の米・リーマン・ブラザーズ証券の経営破綻をきっかけに、国内経済においても世界的な金融危機

   による急激な景気の落ち込みにより、当グループの先行指標となる住宅着工戸数、非住宅着工床面積は、ともに減

   少傾向にあります。当グループは戸建て住宅向けにはガレージシャッターや窓用シャッター、マンション向けには

   玄関ドアなどを取り扱っており、今後も住宅及び非住宅の着工戸数が低迷し、その傾向が長期化した場合、当連結

   会計年度以降の業績にも影響が出る可能性があります。 

  

   ③地震等自然災害による商品出荷への影響 

    当グループは、全国に販売拠点と共に製造拠点を配置しております。その中には地震発生率が世界の標準より高

   い地域もあり、今後、そうした地域で災害が発生した場合、その被害を 小に食い止める体制を敷いていたとして

   も、完全に防御できる保証はありません。今後の仮説として、東海及び首都圏地域で大規模な地震やその他の操業

   を中断する事象が発生した場合、当該地区に設置する各生産拠点や販売拠点において、商品の供給体制の複数化や

   販売・管理拠点の統合化など対策は進めておりますが、商品の生産能力低下や出荷及び供給が遅延することは避け

   られず、顧客への対応に支障をきたし、結果として売上の低下を招くことがあり得ます。さらに、当該地区の拠点

   に被害があった場合、その修復または代替のために多大な費用が発生する可能性があります。 

  

   ④防犯性能の高い建物部品を市場導入する際の影響 

    当グループは創業時より、主に建物の開口部に対して防犯、防災、安全等の機能を有する商品の製造・販売を進

   めてまいりました。しかし、近年は犯罪そのものが凶悪化し、従来にはなかった各種の破壊行為による住宅への侵

   入盗犯罪が増加傾向にあるなど、社会環境が大きく変化しております。そうした状況を背景に、国内初の防犯基準

   となる「防犯性能の高い建物部品」が、平成16年４月に５分以上の抵抗時間を確保するものとして公表されまし 

   た。また、その後、（社）日本シヤッター・ドア協会より10分の抵抗時間を確保する建物部品の自主認定が行われ

   るようになりました。こうした中で、当グループでは新たな仕様による商品をラインアップしておりますが、防犯

   性の高い仕様に変更したことによるコストアップを販売価格により吸収できるかどうか課題があります。一方、新

   たな手口による侵入盗犯罪が増加する中、「防犯性能の高い建物部品」は一定の手口を想定したものであり、どの

   ような破壊攻撃に対しても５分あるいは10分の抵抗時間を保証するものではないこと、さらには、万一、当該製品

   で侵入盗被害が発生した場合の対処方法等々、防犯性能を示す際の対応にもリスクが伴うことは否定できません。
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 当グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（文化シヤッター株式会社）、子会社14社及び関連会社３社により

構成されており、シャッター、住宅用建材及びビル用建材の製造販売とその保守点検・修理、住宅リフォームを主な事

業内容としております。また、注文家具の製造販売、損害保険代理業にも携わっております。 

 当グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りであります。 

(1)シャッター関連製品事業……当社が製造販売するほか、連結子会社株式会社テンパル、連結子会社BUNKA-VIETNAM 

               Co,.Ltd.においても製造販売しております。開閉機等の部品は連結子会社新生精機株 

               式会社が製造販売し、当社及び株式会社テンパルが仕入れて販売しております。連結 

               子会社沖縄文化シヤッター株式会社及び関連会社文化シヤッター秋田販売株式会社他 

               １社は当社から一部商製品を仕入れて販売しております。 

(2)建材関連製品事業……………住宅用建材は当社が製造販売するほか、関連会社株式会社エコウッドが製造してお 

               り、一部は当社で仕入れて販売しております。ビル用建材は当社及び連結子会社 

               BUNKA-VIETNAM Co.,Ltd.が製造販売するほか、ドアについては連結子会社株式会社ケ 

               ンセイ、連結子会社ティアール建材株式会社、連結子会社鹿島産業株式会社が、パー 

               ティション等については連結子会社株式会社ビーエス建材がそれぞれ製造しており、 

               一部は当社で仕入れて販売しております。連結子会社文化パネル工業株式会社は一部 

               パーティションの施工等を行っております。 

(3)サービス事業…………………当社及び連結子会社文化シヤッターサービス株式会社が商製品販売後の保守点検・修 

               理を行っております。 

(4)リフォーム事業………………当社の一部門及び連結子会社ゆとりフォーム株式会社が住宅リフォームを行っており 

               ます。 

(5)その他事業……………………連結子会社文化工芸株式会社が注文家具の製造販売、連結子会社あいわ保険サービス 

               株式会社が損害保険代理業、連結子会社ＢＸ紅雲株式会社がステンレス建材の製造販 

               売を行っております。 

 当グループの事業の系統図は、次の通りであります。 

  

※平成20年12月５日にシャッター、ドアの製造販売を行う当社100％出資の連結子会社であるBUNKA-VIETNAM Co.,Ltd. 

 を設立いたしました。 

※平成20年11月28日に木材・プラスチック再生複合材の製造販売を行う株式会社エコウッドの株式を取得したことによ

 り、株式会社エコウッドは当社の関連会社となりました。 

※当連結会計年度以降、次のような異動がありました。 

 平成21年３月30日に不二サッシ株式会社の第２種優先株式を取得し、平成21年４月１日に普通株式へ転換したことに

 より、不二サッシ株式会社は当社の持分法適用関連会社となりました。  

２．企業集団の状況
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 (1)会社の経営の基本方針 

当グループは、お客様に「安心」「安全」を提供できる「快適環境のソリューショングループをめざして」を 

長期ビジョンとして掲げ、平成21年度からの３ヶ年を第二次とする中期経営計画を推進中であります。 

今年度（平成21年度）が初年度となる第二次中期経営計画では、基本テーマである「事業領域の拡大」に向け、 

「売上の質の拡充と利益の創出」「企業コストの削減」「基盤強化」を基本方針として、「メーカー原点の追求」 

を継続し、積極的な事業投資を実施することで、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

 (2)目標とする経営指標 

当グループは、第二次中期経営計画 終年度（2012年３月期）の売上高営業利益率4.2％を、目標とする経営指 

  標としております。 

  

 (3)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

①「ライフ・イン」の発想による商品及びサービスの提供 

当グループは、長期ビジョンである「快適環境のソリューショングループ」の実現をめざして、お客様の視点と 

生活感覚に合った商品やサービスを提供する「ライフ・イン」と、それらの商品やサービスを通じてお客様の信頼 

を高め、いつまでも末永くご愛顧頂けるよう「ライフロング・パートナーシップ」というコンセプトを基本に、商 

品とサービスの提供を進めております。  

  住宅や店舗、工場、医療・福祉施設など様々な用途に対して、当グループはお客様の使途や用途にきめ細かく、 

的確に対応できる提案型商品のラインアップを拡充させるとともに、重点的に拡販を進めております。 

  主な商品としては、住宅ガレージの大型化、高級化に対応した電動静音アルミシャッター「御前様」と電動オー 

バースライディングドア「フラットピット」をはじめ、工場内の作業の効率化と 適な空調環境を高速開閉と高気 

密構造で実現した高速シートシャッター「エア・キーパー大間迅」、病院や高齢者施設向けのバリアフリー対応引 

き戸「カームスライダー」やユニバーサルデザインの折れ戸「ヒクオス」等を取り揃え、顧客拡大と収益性の向上 

につなげるべく、今後も積極的な提案を進めてまいります。 

  

②保守点検法制化に向けた体制整備 

当グループでは、万一の火災の際に作動する防災設備として、防火シャッター及び防火ドアを施工しております

   が、これらの商品を正しく機能させ、安全を維持するためには、定期点検やメンテナンスによる維持管理が不可欠 

     となります。現在、防火シャッター及び防火ドアを対象に、平成22年４月施行の予定で保守点検の法制化が進めら 

   れる中、平成20年４月に新設した保守・点検事業推進室により、保守点検事業のビジネスモデルづくりに取り組ん 

     でおります。また、グループ会社の文化シヤッターサービスを中心に、「防火シャッター・ドア保守点検専門技術 

   者」の資格取得など、保守点検の法制化に向け、サービス・サポート、メンテナンス体制をさらに充実させてまい 

   ります。 

  

③リフォーム事業の基盤強化 

ストック市場を重視する中で、住宅向けのリフォーム事業に特化した「ゆとりフォーム」は、平成１８年４月よ 

り新会社「ゆとりフォーム株式会社」としてスタートいたしました。首都圏地区を対象エリアに、エンドユーザー 

と直結した住宅リフォーム事業の基盤をより強固にするため、人材の増強、料金と工期が一目でわかるようパッケ 

ージ化した定額リフォーム商品「安心価格」のラインアップ拡充と拡販、アフターフォローの強化などによるリピ 

ートオーダーの獲得など、収益基盤の安定・強化にさらに注力してまいります。 

  

   ④総コストダウンの推進 

   当グループを取り巻く市場環境が依然として厳しい状況にある中、収益を確保するには全部門による実効力のあ

るコストダウンの取り組みが必要と認識しております。このため、今年度より全社的なコスト管理体制の見直しと 

再構築を図るため、ＢＸＴＣＲを設置して徹底した企業コストの削減に取り組んでまいります。 

コストダウンの取り組みとしては、①生産体制の構造改革、②ＶＥ活動によるコストの削減、③購買品価格の削 

減、④設計・工事費の削減、⑤販売費及び一般管理費の削減など、更なる全社的なコストダウン政策を一段と強化 

してまいります。 

  

３．経営方針
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⑤施工体制の強化 

商品の製造から施工・サービスまでを手がける当グループは、工事力と施工管理体制のさらなる充実をめざし 

て、平成20年４月に施工技術センターを新設し、工事員の育成、技能向上、施工生産性の向上、技術力の強化な 

ど、多面的な工事体制の強化を進めてまいりました。また、平成21年４月には首都圏地区にある３支社の施工部門 

   を統括する首都圏地区施工統括部を新設し、施工品質の向上と業務効率の改善による生産性の向上と徹底したコ 

スト管理の推進に向け、施工部門統合のビジネスモデルづくりを進めてまいります。 

   

⑥海外展開の拡充 

当グループは、平成17年11月にベトナムに設計のＣＡＤ業務を行う現地事務所を開設し、設計コストの削減に取 

り組んでまいりました。また、建築物における防火基準の新たな制定など、ベトナム市場の成長が期待できること 

から、平成20年４月にハノイに駐在事務所を開設し、同年12月には当グループ初の海外子会社であるBUNKA-VIETNAM

Co.,Ltd.を設立いたしました。平成21年12月の竣工をめざして工場建設を進めており、今後も高い経済成長率で推 

移することが見込まれるベトナム市場において、シャッター及びドアの現地生産・販売に向け、積極的な事業展開 

を図ってまいります。 

  

⑦環境配慮への取り組み 

 当グループでは、「ライフ・イン」の発想と共に、環境配慮設計指針に基づいた商品開発に取り組んでおりま 

す。平成20年７月にさらなる安心・安全性を追求する総合的な試験・検証施設として「ライフインセンター」を開 

設し、環境配慮設計により開発した商品についても評価と検証を実施した上で、市場への供給を進めてまいりま 

す。 

 また、当グループでは素材に廃木材と樹脂廃材を100％用いた再生複合材を、住宅や商業施設、公共施設など、幅

広い用途に対応する環境建材「テクモク」として販売しております。この環境対応型商品の事業展開をさらに拡大 

させるため、平成20年12月に再生複合材の素材メーカーである株式会社エコウッドに資本参加し、生産から設計、 

販売、施工までを一貫して対応できる体制を整えました。今後、「テクモク」を環境配慮型の代表的な商品として 

その拡販を図るとともに、素材そのものを建材以外の分野や用途に対しても活用できるよう、積極的な提案を進め 

てまいります。 

  

⑧資本および業務提携 

第二次中期経営計画「事業領域の拡大」の大きな施策として、当グループは平成21年３月に、不二サッシ株式会 

社との間で資本および業務提携を締結しました。この提携は、アルミやスチールなど互いの持つ素材バリエーショ 

ンや固有の技術を活用しあうことで総合建材グループとして協業関係を構築し、営業基盤の拡充と生産、物流等の 

コストダウンを進めるものであります。既に両社の社員で構成される協業推進委員会を立ち上げ、商品開発をはじ 

めとして、生産・製品供給、販売、施工、物流、購買、会計基準等における共同体制をテーマとして協議を開始し 

ており、同委員会によって打ち出された具体的な施策を、スピードを持って実行に移してまいります。 

また、当グループでは、第二次中期経営計画「事業領域の拡大」を実現するにあたり、新事業分野の開拓とビジ 

ネスモデル構築に向けた体制を確立するため、平成21年４月に新事業開発室を新設いたしました。今後は、新事業 

開発室が中心となり、環境事業分野や介助サポート事業など、既存事業以外の新たな事業領域の拡大を推し進め、 

快適環境ソリューショングループの実現をめざしてまいります。 

文化シヤッター㈱  (5930)  平成21年３月期決算短信

-9-



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,640 8,624

受取手形及び売掛金 34,227 30,938

たな卸資産 10,881 －

商品及び製品 － 6,032

仕掛品 － 628

原材料及び貯蔵品 － 2,552

繰延税金資産 909 943

その他 2,720 1,990

貸倒引当金 △223 △201

流動資産合計 60,155 51,509

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,924 8,934

機械装置及び運搬具（純額） 1,905 2,095

工具、器具及び備品（純額） 704 540

土地 7,787 7,971

リース資産（純額） － 345

建設仮勘定 297 282

有形固定資産合計 19,618 20,170

無形固定資産   

のれん － 9

リース資産 － 1

その他 996 972

無形固定資産合計 996 982

投資その他の資産   

投資有価証券 6,477 5,293

破産更生債権等 528 524

繰延税金資産 6,423 6,621

前払年金費用 1,307 2,228

その他 2,111 2,802

貸倒引当金 △600 △901

投資その他の資産合計 16,248 16,569

固定資産合計 36,863 37,722

資産合計 97,018 89,232
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,688 19,946

短期借入金 1,661 1,450

リース債務 － 89

未払法人税等 426 363

未払消費税等 327 139

未払費用 5,432 4,745

賞与引当金 1,918 1,699

役員賞与引当金 78 5

工事損失引当金 102 393

設備関係支払手形 97 186

その他 2,154 1,483

流動負債合計 34,889 30,503

固定負債   

長期借入金 0 0

リース債務 － 287

退職給付引当金 15,877 16,170

役員退職慰労引当金 779 783

受入保証金 2,107 1,999

長期前受収益 173 160

圧縮未決算特別勘定 － 120

負ののれん 50 40

その他 100 75

固定負債合計 19,089 19,637

負債合計 53,979 50,140

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,051 15,051

資本剰余金 14,164 14,159

利益剰余金 14,395 11,214

自己株式 △1,251 △1,240

株主資本合計 42,360 39,185

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 679 △104

為替換算調整勘定 － 10

評価・換算差額等合計 679 △93

純資産合計 43,039 39,091

負債純資産合計 97,018 89,232
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 119,626 111,848

売上原価 89,889 85,200

売上総利益 29,737 26,647

販売費及び一般管理費 26,750 26,995

営業利益又は営業損失（△） 2,986 △348

営業外収益   

受取利息 60 51

受取配当金 138 144

受取賃貸料 88 76

受取保険金 42 1

負ののれん償却額 － 10

その他 96 110

営業外収益合計 427 393

営業外費用   

支払利息 73 88

投資事業組合運用損 － 34

その他 50 81

営業外費用合計 123 205

経常利益又は経常損失（△） 3,289 △159

特別利益   

固定資産売却益 2 12

投資有価証券売却益 36 0

収用補償金 － 609

貸倒引当金戻入額 9 －

その他 3 24

特別利益合計 51 646

特別損失   

たな卸資産除却損 23 23

固定資産売却損 3 0

固定資産除却損 26 136

圧縮記帳未決算特別勘定繰入額 － 120

投資有価証券売却損 － 135

投資有価証券評価損 104 466

会員権評価損 0 20

貸倒引当金繰入額 － 315

特別補修費 110 386

割増退職金 27 8

その他 35 163

特別損失合計 332 1,777

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

3,008 △1,291

法人税、住民税及び事業税 893 695

法人税等調整額 866 301

法人税等合計 1,759 996

当期純利益又は当期純損失（△） 1,248 △2,287
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 15,051 15,051

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,051 15,051

資本剰余金   

前期末残高 14,162 14,164

当期変動額   

自己株式の処分 2 △4

当期変動額合計 2 △4

当期末残高 14,164 14,159

利益剰余金   

前期末残高 13,971 14,395

当期変動額   

剰余金の配当 △824 △893

当期純利益又は当期純損失（△） 1,248 △2,287

当期変動額合計 423 △3,180

当期末残高 14,395 11,214

自己株式   

前期末残高 △1,224 △1,251

当期変動額   

自己株式の取得 △32 △11

自己株式の処分 5 22

当期変動額合計 △27 10

当期末残高 △1,251 △1,240

株主資本合計   

前期末残高 41,961 42,360

当期変動額   

剰余金の配当 △824 △893

当期純利益又は当期純損失（△） 1,248 △2,287

自己株式の取得 △32 △11

自己株式の処分 7 17

当期変動額合計 398 △3,175

当期末残高 42,360 39,185

文化シヤッター㈱  (5930)  平成21年３月期決算短信

-13-



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,542 679

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,863 △783

当期変動額合計 △1,863 △783

当期末残高 679 △104

為替換算調整勘定   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 10

当期変動額合計 － 10

当期末残高 － 10

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,542 679

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,863 △773

当期変動額合計 △1,863 △773

当期末残高 679 △93

純資産合計   

前期末残高 44,504 43,039

当期変動額   

剰余金の配当 △824 △893

当期純利益又は当期純損失（△） 1,248 △2,287

自己株式の取得 △32 △11

自己株式の処分 7 17

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,863 △773

当期変動額合計 △1,464 △3,948

当期末残高 43,039 39,091
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

3,008 △1,291

減価償却費 1,559 1,760

圧縮記帳未決算特別勘定繰入額 － 120

負ののれん償却額 － △10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △69 278

賞与引当金の増減額（△は減少） △143 △219

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21 △72

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,210 △629

受取利息及び受取配当金 △199 △195

支払利息 73 88

投資事業組合運用損益（△は益） － 34

投資有価証券評価損益（△は益） 104 466

会員権評価損 0 20

投資有価証券売却損益（△は益） △36 134

固定資産処分損益（△は益） 28 124

売上債権の増減額（△は増加） 3,067 3,288

たな卸資産の増減額（△は増加） 807 1,667

仕入債務の増減額（△は減少） △1,547 △2,742

受入保証金の増減額（△は減少） △66 △107

その他の資産の増減額（△は増加） 46 671

その他の負債の増減額（△は減少） △539 △1,067

その他 △157 △145

小計 4,703 2,175

利息及び配当金の受取額 198 199

利息の支払額 △73 △89

法人税等の支払額 △913 △613

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,915 1,672

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） △83 △26

投資有価証券の売却による収入 336 11

投資有価証券の取得による支出 △334 △1,395

有形固定資産の売却による収入 36 97

有形固定資産の取得による支出 △918 △2,070

無形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △209 △252

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

26 －

関係会社株式の取得による支出 － △100

貸付けによる支出 △165 △122

貸付金の回収による収入 129 280

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,183 △3,577
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） △18 △200

長期借入金の返済による支出 △85 △11

リース債務の返済による支出 － △48

自己株式の取得による支出 △10 △11

自己株式の売却による収入 － 17

配当金の支払額 △824 △893

財務活動によるキャッシュ・フロー △938 △1,147

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,793 △3,041

現金及び現金同等物の期首残高 9,579 11,373

現金及び現金同等物の期末残高 11,373 8,331
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 該当事項はありません。 

   

 １．連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数 14社 

   主要な連結子会社名 

    新生精機株式会社 

    文化シヤッターサービス株式会社 

    ゆとりフォーム株式会社 

    株式会社テンパル 

   平成20年12月５日に当社100％出資の連結子会社であるBUNKA-VIETNAM Co.,Ltd.を設立したため、連結の範囲に含 

   めておりますが、みなし取得日を連結会計年度末として取り扱ったため、貸借対照表のみ連結しております。 

    

 ２．持分法の適用に関する事項 

   関連会社文化シヤッター秋田販売株式会社、関連会社文化シヤッター高岡販売株式会社及び関連会社株式会社エコ

   ウッドに対する投資については、それぞれ連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

   ても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

   なお、株式会社エコウッドは平成20年11月28日に新たに株式を取得し関連会社としております。  

  

 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社のうち、BUNKA-VIETNAM Co.,Ltd.の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、

   同日現在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な

   取引については、連結上必要な調整を行っております。 なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結会 

   計年度末日と一致しております。 

  

 ４．会計処理基準に関する事項 

  (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

   ①有価証券 

   ・その他有価証券 

     時価のあるもの 

      決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法によ 

      り算定しております） 

      時価のないもの 

      総平均法による原価法 

     なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）につ

     いては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で

     取り込む方法によっております。  

    ②たな卸資産 

     当社及び連結子会社は主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

    方法により算定）を採用しております。  

    （会計方針の変更） 

     当連結会計年度より「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日公表分）

    を適用しております。なお、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等

    調整前当期純損失に与える影響はありません。 

  

(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   ①有形固定資産（リース資産を除く） 

    当社及び連結子会社は定率法を採用しております。 

   （ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。

    なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

    建物及び構築物    ３～65年 

    機械装置及び運搬具  ３～12年 

    また、取得価額が１０万円以上２０万円未満の減価償却資産については、３年間で均等償却をしております。 

    （追加情報） 

    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３～13年としておりましたが、当連結会計年度よ

    り３～12年に変更しております。これは、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、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ65百万円増加しておりま

    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。 

    ②無形固定資産（リース資産を除く） 

    当社及び連結子会社は定額法を採用しております。 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

    す。 

   ③リース資産 

    所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

    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 

    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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

    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によっております。  

  

  (3) 重要な引当金の計上基準 

   ①貸倒引当金 

    売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

    権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

    ②賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

    ③役員賞与引当金 

    役員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。 

    ④退職給付引当金 

    当社及び連結子会社のうち４社は、従業員の退職給付に備えるため当連結会計年度末における退職給付債務及び

    年金資産の見込額に基づき計上しております。その他の連結子会社につきましては、退職給付の重要性が乏しい

    ため退職給付会計基準における簡便法（当期末要支給額100％相当額を計上）を適用しております。  

    数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額 

    法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。また、過去勤務債務は、従業

    員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。 

    ⑤役員退職慰労引当金 

    当社及び連結子会社は、役員の退職金支給に備えるため、それぞれの内規に基づく当連結会計年度末における要

    支給額全額を計上しております。なお、当社は、平成18年６月29日の定時株主総会の日をもって役員退職慰 

    労金制度を廃止し、それまでの在任期間に対応する金額は対象役員の退任時に支払うこととしているため、役員

    退職慰労引当金については、制度廃止以降の繰入れはなく、対象役員の退任時に取り崩すこととしております。

    ⑥工事損失引当金 

    工事の完成に伴い発生することが確実な受注工事の損失に備えるため、工事原価の発生見込額が受注金額を超過

    する可能性が高い当連結会計年度末手持工事のうち、当該超過額を合理的に見積ることが可能となった工事につ

    いて、翌連結会計年度以降の損失見込額を計上しております。 

  

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

    外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

    す。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中

    平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。 
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  (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

    消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

  

 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

  

 ６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

   のれん及び負ののれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。 

  

 ７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

   ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

   

 （リース取引に関する会計基準） 

  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、当連結会計年度より「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））を適用し、 

  通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有 

  権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して 

  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当期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

 （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令 

 第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結 

 会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の 

 「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ7,528百万円、720百万 

 円、2,632百万円であります。  

  

(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(8)表示方法の変更
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(9)連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 １. 有形固定資産の減価償却累計額は26,820百万円で

あります。 

 １. 有形固定資産の減価償却累計額は27,339百万円で

あります。 

 ２. 関連会社に係る注記 

 関連会社に対するものは次の通りであります。 

 ２. 関連会社に係る注記 

 関連会社に対するものは次の通りであります。 

  投資有価証券（株式） 百万円4   投資有価証券（株式） 百万円104

 ３. 担保に供されている資産  ３. 担保に供されている資産 

  担保資産  

建物及び構築

物 
百万円2,029 (767百万円)

機械装置及び

運搬具 
百万円225 (225百万円)

工具器具及び

備品 
百万円0 (0百万円)

土地 百万円1,029 (517百万円)

合計 百万円3,284 (1,511百万円)

担保付債務  

短期借入金 百万円960 (960百万円)

長期借入金 百万円11 (11百万円)

（１年以内返済予定額含む） 

受入保証金 百万円1,397 (-百万円)

長期前受収益 百万円166 (-百万円)

合計 百万円2,535 (971百万円)

  担保資産  

建物及び構築

物 
百万円1,922 (715百万円)

機械装置及び

運搬具 
百万円182 (182百万円)

工具器具及び

備品 
百万円0 (0百万円)

土地 百万円1,029 (517百万円)

合計 百万円3,133 (1,415百万円)

担保付債務  

短期借入金 百万円930 (930百万円)

長期借入金     -百万円 (-百万円)

（１年以内返済予定額含む） 

受入保証金 百万円1,327 (-百万円)

長期前受収益 百万円153 (-百万円)

合計 百万円2,411 (930百万円)

  上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並びに対

応債務を示しております。 

  上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並びに対

応債務を示しております。 

 ４. 受取手形裏書譲渡高 209百万円  ４. 受取手形裏書譲渡高 160百万円

          ────── 

  

 ５. 収用補償金受入により有形固定資産の取得価額か 

ら直接減額した圧縮記帳額の内訳 

        建物及び構築物 百万円102

          ──────  ６. 圧縮未決算特別勘定の内訳  

  
  

      建物及び構築物 百万円55

機械装置及び運搬具 百万円65
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 １. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。 

 １. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。 

  減価償却費 百万円502

貸倒引当金繰入額 百万円127

貸倒損失 百万円11

賞与引当金繰入額 百万円1,148

役員賞与引当金繰入額 百万円78

退職給付費用 百万円836

役員退職慰労引当金繰入額 百万円14

役員報酬・賞与及び給与手当 百万円11,302

  減価償却費 百万円538

貸倒引当金繰入額 百万円171

貸倒損失 百万円16

賞与引当金繰入額 百万円1,003

役員賞与引当金繰入額 百万円5

退職給付費用 百万円969

役員退職慰労引当金繰入額 百万円25

役員報酬・賞与及び給与手当 百万円11,533

 ２. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                 百万円 1,585

 ２. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                百万円 1,703

 ３. 固定資産売却益は、土地の売却益1百万円他による

ものであります。 

 ３. 固定資産売却益は、建物及び構築物の売却益12百

万円他によるものであります。 

 ４. 固定資産売却損は、建物及び構築物の売却損2百万

円他によるものであります。 

 ４. 固定資産売却損は、機械装置及び運搬具の売却損 

0百万円他によるものであります。 

 ５. 固定資産除却損は、建物及び構築物0百万円、機械

装置及び運搬具14百万円並びに工具器具及び備品 

10百万円他によるものであります。 

 ５. 固定資産除却損は、建物及び構築物65百万円、機

械装置及び運搬具15百万円、工具器具及び備品10

百万円並びに土地44百万円他によるものでありま

す。 

          ──────  ６. 圧縮記帳未決算特別勘定繰入額 

収用補償金受入により将来取得予定の資産に対す

る圧縮記帳額を基に算定しております。  
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加63,923株は、単元未満株式の買取りによる増加29,107株及び鹿島産業株

式会社を連結の範囲に含めたことに伴う増加34,816株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少14,851株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  72,196,487  －  －  72,196,487

合計  72,196,487  －  －  72,196,487

自己株式         

普通株式（注１．２）  3,451,231  63,923  14,851  3,500,303

合計  3,451,231  63,923  14,851  3,500,303

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  412  6 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月13日 

取締役会 
普通株式  412  6 平成19年９月30日 平成19年12月11日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式    412 利益剰余金    6 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加31,800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少54,978株は、単元未満株式の売渡しによる減少20,162株及び鹿島産業株

式会社が保有していた自己株式34,816株を売却したものであります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  72,196,487  －  －  72,196,487

合計  72,196,487  －  －  72,196,487

自己株式         

普通株式（注１．２）  3,500,303  31,800  54,978  3,477,125

合計  3,500,303  31,800  54,978  3,477,125

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  412  6 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月５日 

取締役会 
普通株式  481  7 平成20年９月30日 平成20年12月10日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式    481 利益剰余金    7 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 百万円11,640

預金期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△ 百万円267

現金及び現金同等物 百万円11,373

現金及び預金勘定 百万円8,624

預金期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△ 百万円293

現金及び現金同等物 百万円8,331
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記 

〈借主側〉 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  
３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  
４．減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利息

法によっております。 

〈貸主側〉 

該当事項はありません。 

オペレーティング・リース取引 

〈借主側〉 

未経過リース料 

〈貸主側〉 

  未経過リース料 

  
（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。  

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具  567  283  283

工具器具及び
備品  2,192  1,230  961

合計  2,760  1,514  1,245

１年以内 百万円607

１年超  654

計  1,262

支払リース料 百万円765

減価償却費相当額 百万円709

支払利息相当額 百万円28

１年以内 百万円15

１年超  52

計  67

１年以内 百万円316

１年超  3,652

計  3,968

１．ファイナンス・リース取引 

〈借主側〉 

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

  有形固定資産 

  建材事業における生産設備用金型（工具、器具及び 

  備品）であります。 

 ②リース資産の減価償却費 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償 

  却資産の減価償却の方法」に記載の通りでありま 

  す。  

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容  

 (ア)有形固定資産 

   財務情報ネットワークシステムにおけるコンピュー

   タ端末機及び工事用車両（「工具、器具及び備 

   品」、「機械装置及び運搬具」）であります。 

 (イ)無形固定資産  

   ソフトウェアであります。  

 ②リース資産の減価償却費  

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償 

  却資産の減価償却の方法」に記載の通りでありま 

  す。  

〈貸主側〉 

該当事項はありません。 
  
 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

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

理によっており、その内容は次の通りであります。 

〈借主側〉 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

  額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
(2)未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

   

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具  436  243  193

工具、器具及
び備品  1,672  1,192  480

合計  2,109  1,435  674

１年以内 百万円353

１年超  335

計  688
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償 

  却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  
(4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額 

  法によっております。 

 ・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額 

  を利息相当額とし、各期への配分方法については利息 

  法によっております。 

支払リース料 百万円677

減価償却費相当額 百万円620

支払利息相当額 百万円23

〈貸主側〉 

該当事項はありません。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  ２．オペレーティング・リース取引 

〈借主側〉 

未経過リース料 

〈貸主側〉 

未経過リース料 

１年以内 百万円15

１年超  36

計  52

  
  

１年以内 百万円316

１年超  3,336

計  3,652
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１．前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について104百万円減損処理を行っておりま

す。なお、当該株式の減損処理の基準につきましては、時価が取得原価に比べて、50％以上の下落率によっ

ております。 

２．当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について288百万円減損処理を行っておりま

す。なお、当該株式の減損処理の基準につきましては、時価が取得原価に比べて、50％以上の下落率によっ

ております。 

  

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

３．時価のない主な有価証券の内容 

（注）投資事業有限責任組合への出資には、当該投資事業組合が保有する「その他有価証券」に対する時価評価額（持分

   相当額172百万円）を含んでおります。なお、当連結会計年度において、当該投資事業有限責任組合への出資につ 

   いて178百万円減損処理を行っております。当該減損処理の基準につきましては、時価が取得原価に比べて50％以 

   上の下落率によっております。   

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

取得原価
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式 2,254 3,851 1,596 1,626 2,269 643

(2)債券            

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 2,254 3,851 1,596 1,626 2,269 643

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1）株式 2,072 1,613 △459 3,261 2,443 △817

(2）債券            

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 2,072 1,613 △459 3,261 2,443 △817

合計 4,327 5,464 1,137 4,888 4,713 △174

前連結会計年度 
（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

売却額
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

 336  36  －  11  0  135

区分 
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)満期保有目的の債券  －  －

合計  －  －

(2)その他有価証券     

①非上場株式  1,008  288

②投資事業有限責任組合への出

資 
 －  187

合計  1,008  475
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社のうち５社は、確定給付型の制度として、基金型企業年金制度及び退職一時金制度を設

けており、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。また、連結子会社のうち４社は退職

一時金制度を設けており、５社は退職給付制度を設けておりません。 

 なお、厚生年金基金は昭和46年８月に設立し、平成２年４月より退職給与の一部（15％相当額）を厚生年金

基金制度へ移行、平成16年１月より厚生年金基金制度から企業年金基金制度へ移行しております。 
  

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注）１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。 

    ２．前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、基金型企業年金制度における年金資産が退職給

付債務を上回るため、前払年金費用を計上しております。 

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

  前連結会計年度
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度
（平成21年３月31日現在）

(1）退職給付債務（注１） 百万円△23,030 百万円△23,133

(2）年金資産 百万円6,984 百万円5,816

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2) 百万円△16,046 百万円△17,316

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 ―百万円 ―百万円

(5）未認識数理計算上の差異 百万円1,581 百万円3,454

(6）未認識過去勤務債務（債務の減額） 百万円△106 百万円△79

(7）連結貸借対照表計上額純額 

(3)＋(4)＋(5)＋(6) 
百万円△14,570 百万円△13,941

(8) 前払年金費用（注２） 百万円1,307 百万円2,228

(9）退職給付引当金 (7)－(8) 百万円△15,877 百万円△16,170
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 ３．退職給付費用の内訳 

 （注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1) 勤務費用」に計上しております。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）

(1）勤務費用（注） 百万円1,002 百万円995

(2）利息費用 百万円455 百万円458

(3）期待運用収益 百万円△211 百万円△212

(4）会計基準変更時差異の費用処理額 ―百万円 ―百万円

(5）数理計算上の差異の費用処理額 百万円171 百万円370

(6）過去勤務債務の費用処理額 百万円△26 百万円△26

(7）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6) 百万円1,391 百万円1,586

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日現在） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日現在）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2）割引率 2.0％ 2.0％ 

(3）期待運用収益率 3.0％ 3.0％ 

(4）過去勤務債務の額の処理年数 10年（発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法

により費用処理すること

としております。） 

同左 

(5）数理計算上の差異の処理年数 10年（各連結会計年度の

発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法

により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理すること

としております。） 

同左 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

退職給付引当金 百万円5,874

投資有価証券評価損  513

賞与引当金  779

役員退職慰労引当金  315

減損損失  69

その他有価証券評価差額金  181

その他  681

繰延税金資産小計  8,415

評価性引当額  △807

繰延税金資産合計  7,608

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △256

土地圧縮積立金  △18

繰延税金負債合計  △275

繰延税金資産の純額  7,333

繰延税金資産  

退職給付引当金 百万円5,626

投資有価証券評価損  736

賞与引当金  690

役員退職慰労引当金  317

減損損失  69

その他有価証券評価差額金  325

その他  907

繰延税金資産小計  8,672

評価性引当額  △996

繰延税金資産合計  7,675

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △92

土地圧縮積立金  △18

繰延税金負債合計  △111

繰延税金資産の純額  7,564

（注）１．当連結会計年度における繰延税金資産の純額は

連結貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。 

（注）１．当連結会計年度における繰延税金資産の純額は

連結貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。 

流動資産－繰延税金資産 百万円909

固定資産－繰延税金資産  6,423

流動負債－繰延税金負債  －

固定負債－繰延税金負債  －

流動資産－繰延税金資産 百万円943

固定資産－繰延税金資産  6,621

流動負債－繰延税金負債  －

固定負債－繰延税金負債  －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 ％40.49

（調整）  

住民税均等割等 ％5.66

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％5.31

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
％△0.89

評価性引当額 ％8.74

法人税額の特別控除額 ％△1.48

その他 ％0.66

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％58.49

  税金等調整前当期純損失を計上しているため記載して

  おりません。 
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近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次の通りであります。 

 （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2,938百万円であり、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。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は20,214百万円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産でありま

す。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用の償却額が含まれております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31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）

Ⅰ 売上高及び営業損益                

売上高                

(1）外部顧客に対する売

上高 
 54,171 42,627 10,864 8,219 3,745  119,626  － 119,626

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,129 3 961 4 100  3,197 ( )3,197 －

計  56,300 42,630 11,825 8,223 3,845  122,824 ( )3,197 119,626

営業費用  52,670 41,737 10,917 7,960 3,608  116,894 (   )254 116,640

営業利益  3,629 892 907 262 237  5,929 ( )2,942 2,986

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
               

資産  39,872 25,263 6,464 1,830 4,341  77,772  19,246 97,018

減価償却費  630 424 53 13 101  1,223  349 1,573

資本的支出  416 593 44 5 21  1,080  155 1,236
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６．事業区分の変更 

  従来、「サービス事業」は「その他事業」に含めて表示しておりましたが、当該事業の営業利益が全セグメ

ントの営業利益の合計額の10％を超えたため、当連結会計年度から区分表示しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他事業」に含めて表示しておりました「サービス事業」の外部顧客に対する

売上高は10,021百万円、セグメント間の内部売上高又は振替高は670百万円、営業費用は9,984百万円、営業

利益は708百万円、資産は5,700百万円、減価償却費は41百万円、資本的支出は101百万円であります。 

  また、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分する

と次の通りとなります。  

  

７．会計方針の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載の通り、当連結会計年度より平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、シャッター関連製品事

業が10百万円、建材関連製品事業が14百万円、サービス事業が1百万円、リフォーム事業が0百万円、その他

事業が0百万円、消去又は全社が0百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

８．追加情報 

  平成19年３月31日以前に取得した資産については、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、シャ

ッター関連製品事業が42百万円、建材関連製品事業が28百万円、サービス事業が3百万円、リフォーム事業

が0百万円、その他事業が6百万円、消去又は全社が10百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

  

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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）

Ⅰ 売上高及び営業損益                

売上高                

(1）外部顧客に対する売

上高 
 57,943 40,603 10,021 7,561 4,078  120,208  － 120,208

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,008 5 670 2 116  2,804 ( )2,804 －

計  59,952 40,609 10,692 7,564 4,194  123,013 ( )2,804 120,208

営業費用  55,206 39,411 9,984 7,482 3,837  115,922  65 115,987

営業利益  4,745 1,198 708 81 357  7,091 ( )2,870 4,220

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
               

資産  40,480 26,531 5,700 1,593 4,367  78,674  21,994 100,669

減価償却費  573 355 41 14 101  1,085  367 1,452

資本的支出  914 217 101 11 37  1,282  136 1,418
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 （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2,787百万円であり、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。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は16,643百万円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産でありま

す。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用の償却額が含まれております。 

６．追加情報 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)に記載の通り、当社及び連結子会社は、機械

装置について、平成20年度の税制改正を契機に、当連結会計年度より耐用年数の見直しを行っております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、シャッター関連製品

事業が29百万円、建材関連製品事業が30百万円、その他事業が5百万円増加し、営業利益（営業損失）が同

額減少（増加）しております。 

  

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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）

Ⅰ 売上高及び営業損益                

売上高                

(1）外部顧客に対する売

上高 
 51,262 37,378 11,519 8,159 3,528  111,848  － 111,848

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高  2,178 3 818 6 100  3,108 ( )3,108 －

計  53,440 37,382 12,338 8,165 3,629  114,956 ( )3,108 111,848

営業費用  51,540 37,817 11,453 8,189 3,511  112,512 ( )315 112,196

営業利益又は 

営業損失(△)  
 1,899 △434 885 △23 118  2,444 ( )2,792 △348

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
               

資産  37,753 22,505 6,831 1,765 4,580  73,437  15,794 89,232

減価償却費  714 479 67 16 123  1,400  363 1,763

資本的支出  908 728 102 80 425  2,245  358 2,604
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 前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

 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。 

  

 当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

 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。 

  

 前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

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

  

 当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

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

  

  

 前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   該当事項はありません。 

 （追加情報） 

  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）

  及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17 

  日）を適用しております。   

  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 円52銭626

１株当たり当期純利益金額 円17銭18

１株当たり純資産額 円85銭568

１株当たり当期純損失金額 円29銭33

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
 1,248  △2,287

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
 1,248  △2,287

期中平均株式数（株）  68,730,194  68,728,244
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（重要な後発事象）

前連結会計年度  
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────  当社は、平成21年３月30日に不二サッシ株式会社と資本

および業務提携に関する基本合意書を締結いたしました。

「スチール」「アルミ」の素材バリエーションや固有の技

術を活用し合い、共に総合建材グループとして協業関係を

構築し、各々の得意とする商材を相互に提供すると共に、

営業基盤の拡充と生産、物流等のコストダウンを実現する

ため、当該合意に基づき、当社は平成21年３月30日に株式

会社りそな銀行が保有する不二サッシ株式会社の第２種優

先株式1,500,000株を取得し、平成21年４月１日に当該優

先株式を普通株式に転換いたしました。転換後の普通株式

数は29,126,213株となり、当社が従来より保有していた不

二サッシ株式会社の普通株式500,000株との合算で議決権

の所有割合は30.23％となり、不二サッシ株式会社は当社

の関連会社（持分法適用会社）となりました。 

 (1)取得した株式の会社の名称、事業内容 

  ①名称     不二サッシ株式会社 

  ②住所     神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地12 

          新川崎三井ビルディング 

  ③代表者    代表取締役社長 嵯峨 明 

  ④資本金の額  1,709百万円 

         （平成21年４月１日現在） 

   ⑤事業の内容  ビル建材品・住宅建材品・アルミ形材

         の製造および販売 

 (2)取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

  ①取得株式数  第２種優先株式1,500,000株を平成21

         年３月30日に取得し、平成21年４月１

         日に普通株式29,126,213株に転換いた

         しました。 

  ②取得価額   第２種優先株式１株につき661円 

          総額991百万円          

  ③持分比率   当社が従来より保有していた普通株式

         500,000株との合算で保有株式数は 

         29,626,213株となり、平成21年４月１

         日現在での議決権の所有割合は30.23 

         ％となります。    

  (3)取得資金の調達方法 

  自己資金により調達しております。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,410 4,530

受取手形 11,876 10,647

売掛金 20,492 18,107

商品 2,418 －

製品 4,702 －

原材料 1,715 －

商品及び製品 － 5,633

仕掛品 428 348

貯蔵品 128 －

原材料及び貯蔵品 － 1,768

前渡金 1,241 1,019

前払費用 238 212

繰延税金資産 600 626

短期貸付金 284 140

従業員に対する短期貸付金 52 46

未収入金 812 503

立替金 75 62

その他 8 14

貸倒引当金 △187 △168

流動資産合計 52,301 43,494

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,475 17,739

減価償却累計額 △9,556 △9,756

建物（純額） 7,918 7,983

構築物 1,807 1,815

減価償却累計額 △1,462 △1,457

構築物（純額） 344 358

機械及び装置 9,378 9,719

減価償却累計額 △7,931 △8,154

機械及び装置（純額） 1,446 1,564

車両運搬具 190 173

減価償却累計額 △160 △154

車両運搬具（純額） 30 18

工具、器具及び備品 3,568 3,505

減価償却累計額 △3,013 △3,085

工具、器具及び備品（純額） 554 419

土地 6,795 6,981

リース資産 － 309

減価償却累計額 － △39

リース資産（純額） － 269

建設仮勘定 294 252

有形固定資産合計 17,385 17,848
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

特許権 71 59

借地権 120 120

電話加入権 136 136

ソフトウエア 433 388

リース資産 － 1

その他 66 88

無形固定資産合計 828 794

投資その他の資産   

投資有価証券 6,427 5,152

関係会社株式 753 898

出資金 18 18

長期貸付金 7 7

従業員に対する長期貸付金 50 64

関係会社長期貸付金 346 545

破産更生債権等 482 469

長期前払費用 35 31

繰延税金資産 5,624 5,829

前払年金費用 701 1,366

長期未収入金 2 702

差入保証金 60 49

事業保険積立金 323 327

敷金 815 811

会員権 468 428

貸倒引当金 △670 △1,090

投資損失引当金 △90 －

投資その他の資産合計 15,358 15,613

固定資産合計 33,572 34,256

資産合計 85,874 77,750

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,470 6,523

買掛金 13,112 11,165

短期借入金 1,580 1,450

リース債務 － 72

未払金 351 151

未払法人税等 35 93

未払消費税等 181 49

未払費用 5,080 4,330

前受金 972 895

預り金 325 125

賞与引当金 1,305 1,059

役員賞与引当金 70 －

工事損失引当金 102 393

設備関係支払手形 73 57

流動負債合計 30,660 26,366
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

リース債務 － 221

退職給付引当金 13,208 13,360

役員退職慰労引当金 719 709

受入保証金 2,075 1,969

長期前受収益 173 160

固定負債合計 16,177 16,420

負債合計 46,837 42,787

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,051 15,051

資本剰余金   

資本準備金 12,151 12,151

その他資本剰余金 2,013 2,013

資本剰余金合計 14,164 14,164

利益剰余金   

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 26 26

別途積立金 8,000 8,000

繰越利益剰余金 2,348 △943

利益剰余金合計 10,375 7,082

自己株式 △1,236 △1,240

株主資本合計 38,354 35,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 682 △95

評価・換算差額等合計 682 △95

純資産合計 39,036 34,962

負債純資産合計 85,874 77,750
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 101,170 92,579

売上原価   

商品期首たな卸高 2,225 2,418

製品期首たな卸高 5,069 4,702

当期製品製造原価 37,759 35,399

取付経費 15,340 14,264

当期商品仕入高 25,363 22,008

合計 85,758 78,793

他勘定振替高 27 34

商品期末たな卸高 2,418 1,745

製品期末たな卸高 4,702 3,887

売上原価合計 78,609 73,126

売上総利益 22,561 19,453

販売費及び一般管理費 21,100 20,621

営業利益又は営業損失（△） 1,460 △1,168

営業外収益   

受取利息 63 54

受取配当金 590 577

受取賃貸料 108 102

受取保険金 30 0

その他 83 101

営業外収益合計 876 835

営業外費用   

支払利息 70 85

貸与資産減価償却費 － 43

投資事業組合運用損 － 34

その他 34 61

営業外費用合計 105 224

経常利益又は経常損失（△） 2,230 △556

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 49 －

収用補償金 － 221

補助金収入 － 24

投資損失引当金戻入額 － 90

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 36 0

たな卸資産売却益 2 －

廃材処分益 0 －

特別利益合計 91 336
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 3 －

投資有価証券売却損 － 135

固定資産除却損 25 85

貸倒引当金繰入額 12 441

投資損失引当金繰入額 26 －

投資有価証券評価損 104 466

関係会社株式評価損 － 89

会員権評価損 0 18

特別補修費 98 382

割増退職金 27 8

その他 44 50

特別損失合計 344 1,677

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,977 △1,897

法人税、住民税及び事業税 270 202

法人税等調整額 781 298

法人税等合計 1,051 500

当期純利益又は当期純損失（△） 926 △2,398
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 15,051 15,051

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,051 15,051

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 12,151 12,151

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,151 12,151

その他資本剰余金   

前期末残高 2,011 2,013

当期変動額   

自己株式の処分 2 △0

当期変動額合計 2 △0

当期末残高 2,013 2,013

資本剰余金合計   

前期末残高 14,162 14,164

当期変動額   

自己株式の処分 2 △0

当期変動額合計 2 △0

当期末残高 14,164 14,164

利益剰余金   

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

前期末残高 26 26

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26 26

別途積立金   

前期末残高 8,000 8,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,000 8,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,247 2,348

当期変動額   

剰余金の配当 △824 △893

当期純利益又は当期純損失（△） 926 △2,398

当期変動額合計 101 △3,292

当期末残高 2,348 △943
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 10,273 10,375

当期変動額   

剰余金の配当 △824 △893

当期純利益又は当期純損失（△） 926 △2,398

当期変動額合計 101 △3,292

当期末残高 10,375 7,082

自己株式   

前期末残高 △1,224 △1,236

当期変動額   

自己株式の取得 △17 △11

自己株式の処分 5 7

当期変動額合計 △12 △4

当期末残高 △1,236 △1,240

株主資本合計   

前期末残高 38,263 38,354

当期変動額   

剰余金の配当 △824 △893

当期純利益又は当期純損失（△） 926 △2,398

自己株式の取得 △17 △11

自己株式の処分 7 7

当期変動額合計 90 △3,296

当期末残高 38,354 35,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,537 682

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,855 △777

当期変動額合計 △1,855 △777

当期末残高 682 △95

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,537 682

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,855 △777

当期変動額合計 △1,855 △777

当期末残高 682 △95
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 40,800 39,036

当期変動額   

剰余金の配当 △824 △893

当期純利益又は当期純損失（△） 926 △2,398

自己株式の取得 △17 △11

自己株式の処分 7 7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,855 △777

当期変動額合計 △1,764 △4,073

当期末残高 39,036 34,962
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 該当事項はありません。 

   

 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

  (1)子会社株式及び関連会社株式 

    総平均法による原価法 

  (2)その他有価証券 

    時価のあるもの 

     期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により 

         算定しております） 

    時価のないもの 

     総平均法による原価法 

    なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）につい 

    ては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り 

       込む方法によっております。  

  ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  (1)製品、仕掛品 

       総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており 

       ます。 

   (2)商品、貯蔵品 

       個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりま 

       す。 

  (3)原材料 

       終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し 

       ております。 

    （会計方針の変更） 

    当事業年度より「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日公表分）を適 

    用しております。なお、従来の方法によった場合と比べ、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純 

    損失に与える影響はありません。 

 ３．固定資産の減価償却の方法 

   (1)有形固定資産（リース資産を除く） 

       定率法を採用しております。 

    （ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。

     なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

    建物及び構築物  ３～65年 

    機械及び装置   ３～10年 

    また、取得価額が１０万円以上２０万円未満の減価償却資産については、３年間で均等償却をしております。 

   （追加情報）  

    機械及び装置については、従来、耐用年数を３～13年としておりましたが、当事業年度より３～10年に変更して

    おります。これは、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、営業損失は58百万円、経常損失及び税引前当期純損失は68百万円増加しております。  

   (2)無形固定資産（リース資産を除く） 

    定額法を採用しております。 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

    す。 

    (3)リース資産  

    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 

    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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

    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によっております。 

(4)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(5)重要な会計方針
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 ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理をしております。 

 ５．引当金の計上基準 

   (1)貸倒引当金 

     売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

        権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

   (2)投資損失引当金 

     関係会社への投資に対する損失に備えるため、当該関係会社の資産内容等を勘案して計上しております。 

   (3)賞与引当金 

     従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

   (4)役員賞与引当金 

     役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。 

   (5)退職給付引当金 

     従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

        ります。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 

        年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。また、

        過去勤務債務は、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理すること 

        としております。 

   (6)役員退職慰労引当金 

     役員の退職金支給に備えるため設定したもので、内規に基づく期末要支給額全額を計上しております。なお、平

        成18年6月29日の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止し、それまでの在任期間に対応する金額 

        は対象役員の退任時に支払うこととしているため、役員退職慰労引当金については、制度廃止以降の繰入れは 

        なく、対象役員の退任時に取り崩すこととしております。 

   (7)工事損失引当金 

     工事の完成に伴い発生することが確実な受注工事の損失に備えるため、工事原価の発生見込額が受注金額を超 

        過する可能性が高い期末手持工事のうち、当該超過額を合理的に見積ることが可能となった工事について、翌事

        業年度以降の損失見込額を計上しております。 

  ６．その他財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。  

  

  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、当事業年度より「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））を適用し、通常の

    売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

    外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

    す。これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響は軽微であります。  

  

 （貸借対照表）  

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第 

   50号）が適用となることに伴い、前事業年度において、「商品」「製品」「原材料」「貯蔵品」として掲記されてい

  たものは、当事業年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」と一括して掲記しております。なお、当事業年度

  に含まれる「商品」「製品」「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ1,745百万円、3,887百万円、1,616百万円、152百万

  円であります。 

(6)会計処理方法の変更

(7)表示方法の変更
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(8)個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．担保に供されている有形固定資産 １．担保に供されている有形固定資産 

土地 (408)百万円920

建物 (469) 1,717

構築物 ( 14) 29

計 (893) 2,666

土地 (408)百万円920

建物 (440) 1,635

構築物 ( 11) 23

計 (860) 2,579

上記有形固定資産は 上記有形固定資産は 

  短期借入金 (930)百万円930

  受入保証金 ( －) 1,397

  長期前受収益 ( －) 166

  計 (930) 2,494

  短期借入金 (930)百万円930

  受入保証金 ( －) 1,327

  長期前受収益 ( －) 153

  計 (930) 2,411

の担保に供しております。 

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに対応債

務を示しております。 

の担保に供しております。 

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに対応債

務を示しております。 

２．関係会社に係る注記 

区分掲記されるもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産及び負債は次の通りであり

ます。 

２．関係会社に係る注記 

区分掲記されるもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産及び負債は次の通りであり

ます。 

受取手形 百万円551

売掛金  465

支払手形  1,338

買掛金  653

受取手形 百万円590

売掛金  420

支払手形  1,113

買掛金  704
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加29,107株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少14,851株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加31,800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少20,162株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,480百万円 

１．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,588百万円 

２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の通

  りであります。 

２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の通

  りであります。 

  

減価償却費 百万円430

貸倒引当金繰入額  99

貸倒損失  11

賞与引当金繰入額  886

役員賞与引当金繰入額  70

退職給付費用  718

役員報酬・賞与及び給与手当  8,523

福利厚生費  1,625

研究開発費  1,480

減価償却費     463百万円

貸倒引当金繰入額  150

貸倒損失  16

賞与引当金繰入額  721

退職給付費用  824

役員報酬・賞与及び給与手当  8,446

福利厚生費  1,614

支払手数料  1,131

研究開発費  1,588

３．関係会社に係る注記 

営業外収益に含まれている関係会社に対するものは

下記の通りであります。 

３．関係会社に係る注記 

営業外収益に含まれている関係会社に対するものは

下記の通りであります。 

受取配当金 百万円453 受取配当金 百万円434

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注１．２）  3,451,231  29,107  14,851  3,465,487

合計  3,451,231  29,107  14,851  3,465,487

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注１．２）  3,465,487  31,800  20,162  3,477,125

合計  3,465,487  31,800  20,162  3,477,125
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

＜借主側＞ 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  
３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  
４．減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

・利息相当額の算定方法 

……リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

＜貸主側＞ 

 該当事項はありません。 

オペレーティング・リース取引 

＜借主側＞ 

未経過リース料 

  
＜貸主側＞ 

未経過リース料 

  
（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  工具器具及び備品等

取得価額相当額 百万円2,079

減価償却累計額相当額 百万円1,170

期末残高相当額 百万円909

１年以内 百万円489

１年超  432

計  921

支払リース料 百万円636

減価償却費相当額 百万円586

支払利息相当額 百万円22

１年以内 百万円15

１年超  52

計  67

１年以内 百万円316

１年超  3,652

計  3,968

１．ファイナンス・リース取引  

＜借主側＞  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

  (ア)有形固定資産 

   財務情報ネットワークシステムにおけるコンピュ 

   ータ端末機及び工事用車両（「工具、器具及び備 

    品」、「車両運搬具」）であります。  

  (イ)無形固定資産 

    ソフトウェアであります。 

 ②リース資産の減価償却費の方法 

   重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」 

   に記載の通りであります。 

＜貸主側＞ 

 該当事項はありません。  

  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

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

理によっており、その内容は次の通りであります。  

＜借主側＞  

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

   額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
(2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  
(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  
(4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

 ……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

   定額法によっております。 

・利息相当額の算定方法 

 ……リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

   差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

   ては、利息法によっております。 

  工具、器具及び備品等

取得価額相当額 百万円1,550

減価償却累計額相当額 百万円1,126

期末残高相当額 百万円423

１年以内 百万円249

１年超  183

計  433

支払リース料 百万円540

減価償却費相当額 百万円489

支払利息相当額 百万円16
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  

＜貸主側＞ 

 該当事項はありません。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

２．オペレーティング・リース取引 

＜借主側＞ 

未経過リース料 

  
＜貸主側＞ 

未経過リース料 

１年以内 百万円15

１年超  36

計  52

１年以内 百万円316

１年超  3,336

計  3,652
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 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度  
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

退職給付引当金 百万円5,063

投資有価証券評価損  581

賞与引当金  528

役員退職慰労引当金  291

未払事業税  2

減損損失  73

貸倒引当金  27

その他有価証券評価差額金  181

その他  494

繰延税金資産小計  7,245

評価性引当額  △741

繰延税金資産合計  6,504

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △259

土地圧縮積立金  △18

繰延税金負債合計  △278

繰延税金資産の純額  6,225
  

繰延税金資産  

退職給付引当金     4,856百万円

投資有価証券評価損  840

賞与引当金  428

役員退職慰労引当金  287

未払事業税  11

減損損失  73

その他有価証券評価差額金  325

その他  566

繰延税金資産小計  7,390

評価性引当額 △816 

繰延税金資産合計  6,573

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △98

土地圧縮積立金  △18

繰延税金負債合計  △117

繰延税金資産の純額  6,456

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 ％ 40.49

（調整）   

住民税均等割等 ％ 7.34

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
％ 7.17

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 
％ △10.62

法人税額の特別控除額 ％ △1.83

評価性引当額 ％ 10.85

その他 ％ △0.23

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
％ 53.17

  税引前当期純損失を計上しているため記載しておりま

  せん。 
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 567円96銭

１株当たり当期純利益金額 13円47銭

１株当たり純資産額 508円78銭

１株当たり当期純損失金額 34円90銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
 926  △2,398

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
 926  △2,398

期中平均株式数（株）  68,733,300  68,728,312
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── 
  

 当社は、平成21年３月30日に不二サッシ株式会社と資本

および業務提携に関する基本合意書を締結いたしました。

「スチール」「アルミ」の素材バリエーションや固有の技

術を活用し合い、共に総合建材グループとして協業関係を

構築し、各々の得意とする商材を相互に提供すると共に、

営業基盤の拡充と生産、物流等のコストダウンを実現する

ため、当該合意に基づき、当社は平成21年３月30日に株式

会社りそな銀行が保有する不二サッシ株式会社の第２種優

先株式1,500,000株を取得し、平成21年４月１日に当該優

先株式を普通株式に転換いたしました。転換後の普通株式

数は29,126,213株となり、当社が従来より保有していた不

二サッシ株式会社の普通株式500,000株との合算で議決権

の所有割合は30.23％となり、不二サッシ株式会社は当社

の関連会社（持分法適用会社）となりました。 

 (1)取得した株式の会社の名称、事業内容 

  ①名称     不二サッシ株式会社 

  ②住所     神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地12 

          新川崎三井ビルディング 

  ③代表者    代表取締役社長 嵯峨 明 

  ④資本金の額  1,709百万円 

         （平成21年４月１日現在） 

   ⑤事業の内容  ビル建材品・住宅建材品・アルミ形材

         の製造および販売 

 (2)取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

  ①取得株式数  第２種優先株式1,500,000株を平成21

         年３月30日に取得し、平成21年４月１

         日に普通株式29,126,213株に転換いた

         しました。 

  ②取得価額   第２種優先株式１株につき661円 

          総額991百万円          

  ③持分比率   当社が従来より保有していた普通株式

         500,000株との合算で保有株式数は 

         29,626,213株となり、平成21年４月１

          日現在での議決権の所有割合は30.23 

                  ％となります。    

  (3)取得資金の調達方法 

  自己資金により調達しております。 
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(1）役員の異動 
  
１．代表者の異動（平成21年６月26日付予定）  
  
 (1)退任予定代表取締役 
  
   代表取締役副会長  亀谷 晋（当社顧問就任予定） 

  

２．その他役員の異動（平成21年６月26日付予定）  
  
 (1)新任取締役候補 
  
   取締役上席執行役員首都圏支社長  加藤 邦治（現 執行役員首都圏支社長） 
  
   取締役上席執行役員関西支社長    藤山 暁 （現 関西支社長） 

  

 (2)退任予定取締役 
  
   取締役  伊藤 士郎（当社顧問就任予定） 

  

   

(2）その他 

(1）生産実績 

 （単位：百万円）

 （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。 

  

６．その他

事業の種類別セグメントの名称 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

シャッター関連製品事業  27,702  26,845

建材関連製品事業  12,130  11,503

サービス事業  －  －

リフォーム事業  －  －

その他事業  509  772

合  計  40,343  39,121
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(2）商品仕入実績 

（単位：百万円）

 （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 

 （単位：百万円）

 （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。 

  

(4）販売実績 

（単位：百万円）

 （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 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

シャッター関連製品事業  2,947  2,785

建材関連製品事業  17,408  13,896

サービス事業  746  798

リフォーム事業  5,555  5,450

その他事業  1,938  1,611

合  計  28,596  24,543

事業の種類別セグメントの名称  

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高

シャッター関連製品事業  55,169  16,297  47,853  12,888

建材関連製品事業  41,873  16,843  35,087  14,552

サービス事業  11,071  1,198  11,433  1,112

リフォーム事業  8,142  658  8,157  655

その他事業  3,616  584  4,554  1,609

合  計  119,874  35,582  107,084  30,818

事業の種類別セグメントの名称 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

シャッター関連製品事業  54,171  51,262

建材関連製品事業  42,627  37,378

サービス事業  10,864  11,519

リフォーム事業  8,219  8,159

その他事業  3,745  3,528

合  計  119,626  111,848
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