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三和ホールディングス株式会社2009年度

第３四半期　決算説明資料

１．連結業績の概要
（百万円）

　　　　2008年度 2009年度

第３四半期 第３四半期（累計） 第４四半期 通期 第３四半期 第３四半期（累計） 第４四半期（予想） 通期（予想）

前年
増減率

(@103.57
  @149.05)

前年
増減率

前年
増減率

(@91.03
  @127.96)

前年
増減率

前年
増減率

(@94.92
  @129.87)

前年
増減率

前年
増減率

(@95.00
  @130.00)

前年
増減率

売上高 59,639 (△11.9%) 200,145 (△9.8%) 72,824 (△28.2%) 272,970 (△15.6%) 50,843 (△14.7%) 158,867 (△20.6%) 71,132 (△2.3%) 230,000 (△15.7%)

［前年為替適用］ ［49,527］ (△17.0%) ［166,576］ (△16.8%) [60,924] (△16.3%) [227,500] (△16.7%)

三和シヤッタ－工業 28,960 (△12.7%) 97,427 (△8.4%) 52,334 (△12.2%) 149,762 (△9.8%) 24,557 (△15.2%) 80,285 (△17.6%) 42,714 (△18.4%) 123,000 (△17.9%)

その他国内子会社 7,325 (13.1%) 20,644 (4.0%) 8,241 (0.3%) 28,885 (2.9%) 5,739 (△21.6%) 17,803 (△13.8%) 7,296 (△11.5%) 25,100 (△13.1%)

$150,203 (△3.9%) $432,349 (△9.8%) $141,357 (△13.7%) $573,706 (△10.8%) $117,339 (△21.9%) $333,837 (△22.8%) $123,162 (△12.9%) $457,000 (△20.3%)

14,752 (△4.9%) 44,778 (△19.0%) 7,446 (△58.8%) 52,224 (△28.8%) 10,908 (△26.1%) 31,687 (△29.2%) 11,727 (57.5%) 43,415 (△16.9%)
€ 92,718 (4.1%) € 280,397 (1.4%) € 98,276 (△1.3%) € 378,673 (0.7%) € 81,146 (△12.5%) € 251,354 (△10.4%) € 84,645 (△13.9%) € 336,000 (△11.3%)

10,249 (△27.4%) 41,793 (△7.5%) 6,661 (△62.0%) 48,455 (△22.7%) 10,800 (5.4%) 32,643 (△21.9%) 11,036 (65.7%) 43,680 (△9.9%)

営業利益 926 (△58.7%) 2,196 (△70.5%) 5,873 (△30.3%) 8,070 (△49.2%) 1,151 (24.2%) 578 (△73.7%) 3,621 (△38.3%) 4,200 (△48.0%)
【のれん償却前】［前年為替適用］ 【1,162】 (△48.3%) 【5,500】 (△26.2%) 【5,788】 (△31.3%) 【11,288】 (△28.9%) ［1,313］ (13.0%) ［579］ (△89.5%) [3,593] (△37.9%) [4,172] (△63.0%)

三和シヤッタ－工業 148 (△82.6%) 2,907 (△19.3%) 4,402 (△12.2%) 7,310 (△15.2%) 132 (△10.7%) 141 (△95.1%) 2,258 (△48.7%) 2,400 (△67.2%)

その他国内子会社 139 (41.1%) 475 (△26.3%) 252 (△42.3%) 727 (△32.8%) △30 （－） 11 (△97.7%) 438 (73.8%) 450 (△38.2%)

$6,148 (△43.7%) $14,802 (△41.4%) $6,925 (△57.7%) $21,728 (△47.8%) $4,840 (△21.3%) △$1,966 （－） $7,866 (13.6%) $5,900 (△72.8%)

612 (△46.7%) 1,533 (△47.4%) 444 (△75.8%) 1,977 (△58.4%) 466 (△23.8%) △186 （－） 746 (68.0%) 560 (△71.7%)
€ 1,610 (49.8%) € 3,276 (75.2%) € 4,789 (△19.2%) € 8,065 (3.4%) € 3,212 (99.4%) € 936 (△71.4%) € 1,163 (△75.7%) € 2,100 (△74.0%)

208 (19.9%) 488 (59.8%) 543 (△45.4%) 1,032 (△20.6%) 413 (98.5%) 121 (△75.1%) 151 (△72.2%) 273 (△73.5%)

経常利益 743 (△66.2%) 1,516 (△79.8%) 5,979 (△29.9%) 7,495 (△53.3%) 821 (10.5%) 68 (△95.5%) 3,531 (△40.9%) 3,600 (△52.0%)
【のれん償却前】［前年為替適用］ 【979】 (△55.5%) 【4,820】 (△35.8%) 【5,893】 (△30.9%) 【10,713】 (△33.2%) ［984］ (0.5%) ［0］ （－） [3,596] (△39.0%) [3,596] (△66.4%)

三和シヤッタ－工業 244 (△76.5%) 3,191 (△25.8%) 4,507 (△13.7%) 7,698 (△19.1%) 210 (△13.9%) 402 (△87.4%) 2,397 (△46.8%) 2,800 (△63.6%)

その他国内子会社 133 (28.4%) 470 (△28.5%) 256 (△44.6%) 726 (△35.1%) △25 （－） 17 (△96.2%) 427 (66.8%) 445 (△38.8%)

$5,495 (△45.9%) $12,717 (△44.7%) $6,312 (△60.0%) $19,029 (△50.9%) $3,690 (△32.8%) △$3,679 （－） $5,579 (△11.6%) $1,900 (△90.0%)

548 (△48.8%) 1,317 (△50.4%) 415 (△76.6%) 1,732 (△60.8%) 358 (△34.7%) △349 （－） 529 (27.5%) 180 (△89.6%)
€ 540 (728.2%) △ € 751 （－） € 3,474 (△41.3%) € 2,723 (△52.4%) € 2,024 (274.7%) △ € 1,875 （－） € 75 (△97.8%) △ € 1,800 （－） 

105 (835.0%) △112 （－） 460 (△53.3%) 348 (△63.5%) 256 (144.4%) △243 （－） 9 (△98.0%) △234 （－） 

持分法適用会社投資損益 6 （＋） △129 （－） 41 (△78.2%) △88 （－） 9 (32.4%) △81 （＋） 31 (△24.4%) △50 （＋） 

当期純利益 268 (△74.6%) △1,158 （－） 3,470 (△19.6%) 2,312 (△71.9%) 73 (△72.5%) △850 （＋） 2,050 (△40.9%) 1,200 (△48.1%)
【のれん償却前】［前年為替適用］ 【504】 (△52.4%) 【2,146】 (△45.1%) 【3,384】 (△21.6%) 【5,530】 (△32.8%) ［124］ (△75.4%) ［△970］ （－） [2,175] (△35.7%) [1,205] (△78.2%)

三和シヤッタ－工業 167 (△60.3%) 1,828 (△11.3%) 2,611 (△9.2%) 4,439 (△10.1%) 95 (△43.0%) 100 (△94.5%) 1,199 (△54.1%) 1,300 (△70.7%)

その他国内子会社 21 (△3.3%) 262 (△26.2%) 152 (△61.1%) 414 (△44.4%) △13 （－） △45 （－） 267 (75.7%) 222 (△46.5%)

$2,924 (△55.2%) $5,539 (△62.6%) $3,689 (△64.5%) $9,229 (△63.4%) $952 (△67.4%) △$5,310 （－） $5,420 (46.9%) $110 (△98.8%)

295 (△57.1%) 573 (△66.4%) 266 (△77.2%) 840 (△70.8%) 97 (△67.1%) △504 （－） 514 (93.2%) 10 (△98.8%)
€ 376 (88.6%) △ € 1,300 （－） € 1,729 （＋） € 428 （＋） △ € 1,232 （－） △ € 3,865 （－） € 965 (△44.1%) △ € 2,900 （－） 

88 (159.3%) △193 （－） 248 （＋） 54 （＋） △164 （－） △502 （－） 125 (△49.6%) △377 （－） 

持分法適用会社投資損益 6 （＋） △129 （－） 41 (△78.2%) △88 （－） 9 (32.4%) △81 （＋） 31 (△24.4%) △50 （＋） 
　　　２００８年度の【　　】内は、会計処理変更に伴う在外子会社ののれん償却前数値であり、２００９年度の［　］内は、前年の為替換算レートを適用した場合の数値であります。

　　　数値は切り捨て。（　）内は前年同期増減率、（＋）は前年比増加、（－）は前年比減少。

　　　２００９年度より在外子会社等にかかる為替換算レートは期中平均レートを使用しています。

ＯＤＣ（米国）

ノボフェルム（欧州）

ＯＤＣ（米国）

ノボフェルム（欧州）

ＯＤＣ（米国）

ノボフェルム（欧州）

ＯＤＣ（米国）

ノボフェルム（欧州）
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２．2009年度第3四半期の決算要約

要約

■売上は大幅減収が続いているものの、 営業利益、経常利益が３Ｑ（１０～１２月）実績では前年比プラスに転じ、３Ｑ累計実績でも黒字回復した。
　①売上原価率は、大幅減収にもかかわらず、グループ各社でのコストダウン施策の強化、鋼材価格の下落効果などにより､３Ｑ累計で０.３％改善
　②販管費は、のれん償却（△３３.０億円）、為替影響（△１９.１億円）調整後で△３０.８億円の削減

（年度概況）２００９年度は需要急減による減収が続く中、１Ｑは鋼材費の前年比実質アップにより原価率が悪化、２Ｑに入り原価率の改善と共に販管費削減が進み、
　　　　　　　赤字を脱却、３Ｑは更にコスト削減を進めた結果営業利益は前年比プラスを確保した。売上回復が遅れる中で、コスト構造の再構築は順調に推移している。

売上高

■３Q累計で、△２０.６％（△４１３億円）の減収 [為替影響を除けば△１６.８％（△３３６億円）]
国内：住宅関連、設備投資など建設投資全般において需要が低迷。三和シヤッターは、重量シャッターの落込みが大きく、軽量シャッターが３Ｑでやや持ち直したものの、△１７.６％（△
１７１億円）の減収。国内グループ全体では、沖縄三和が増収となった他は減収となり、△１６.８％（△１９０億円）の減収
米国（ＯＤＣ） ：住宅不況下にあるガレージドアに加え、前年までは比較的堅調に推移していた商業用ドア及び自動ドアも需要が減退し、また車両用ドアは大幅減収が続いており、全体
では現地通貨建で△２２.８％（△９８.５百万ドル）の大幅な減収
欧州（ＮＦ）：日本や米国と比較して減収幅は小さいものの、ガレージドア、住宅用・ビル用ヒンジ・ドア、昨年度堅調であった産業用ドアともに低調に推移し、現地通貨建で△１０.４％（△
２９百万ﾕｰﾛ）の減収

営業利益

■３Ｑ単独では前年比＋２４.２％[のれん償却・為替影響を除くと＋１３.０％]の増益となったが、累計では前年比△７３.７％（△１６.２億円）の大幅減益
国内：三和シヤッターは、３Ｑ単独は鋼材費下落効果に加えコスト削減強化を進めた結果、大幅減収にもかかわらず、ほぼ前年並みの利益を確保したが、累計では上半期の減益影響
が大きく△９５.１％の減益となった。国内グループ全体では、△８１.７％（△２８.８億円）の大幅減益となった。
米国（ＯＤＣ） ：３Ｑ単独では△２１.３％の減益ながら４.８百万ﾄﾞﾙの黒字を確保した。累計ではコスト削減施策が計画以上に進展したものの、開閉機の開発費用増、鋼材費下落効果の後
ズレなどにより、上半期の赤字を補えず、２.０百万ﾄﾞﾙの赤字となった。
欧州（ＮＦ）：３Ｑ単独では、構造改革に伴う人件費などのコスト削減が進み、減収にもかかわらず前年比＋９９.４％（３.２百万ﾕｰﾛ）の増益を確保した。累計では、０.９百万ユーロの黒字
に転換したが、上半期の減益影響が大きく､△２.３百万ユーロ（△７１.４％）の減益となった。

経常利益
■３Ｑ単独では前年比＋１０.５％[のれん償却・為替影響を除くと＋０.５％]の増益となったが、累計では△９５.５％（△１４.５億円）の減益 [のれん償却・為替影響を除くと△４８.２億
円]となった。
支払利息の減少（３.４億円、為替調整後）等により、営業外損益は前年比１.７億円改善した。

当期
純利益

■３Ｑ単独では黒字を確保したが、累計では△８.５億円の赤字[為替影響を除くと△９.７億円の赤字]となった。
経常減益に加えて、米国（ＯＤＣ)でのウエインダルトン社買収関連費用やドア工場統廃合費用、欧州（ＮＦ）での販売再編など構造改革費用等を特別損失として計上したため。

2009年度通期の業績予想要約

要約 ■国内外とも建設関連需要は引き続き厳しい状況が続くものの、受注確保と構造改革・コスト削減を推進する。業績予想は、２Q発表時の予想を据置く。

売上高

■２Ｑ時予想通り、△１５.７％（△４３０億円）の減収 [為替影響を除いた実質ベースでは△１６.７％（△４５５億円）]
国内：住宅関連需要は若干の改善が見込めるものの、民間企業の設備投資は未だ底打ち感が見られない。商品別では軽量シャッターが足もと多少改善しているが、重量シャッターや
マンションドア等ビル建材の需要回復は見られず、△１７.１％（△３０５億円）の減収（２Ｑ予想通り）
米国（ＯＤＣ） ：住宅市場は来期には回復を見込める状況にあるものの足もとは低迷を続けており、また商業用ドア等の需要も減速しているため、現地通貨建で△２０.３％（△１１７百万ド
ル）の減収を見込む。（２Ｑ予想通り）
欧州（ＮＦ）：住宅市場の低迷に加えて、設備投資減速による産業用ドアの需要減退により、現地通貨建で△１１.３％（△４２.７百万ﾕｰﾛ）の減収を見込む（２Ｑ予想通り）

営業利益

■２Ｑ時予想通り、△４８.０％（△３９億円）の減益 [のれん償却・為替影響を除いた実質ベースでは△６３.０％（△７１億円）]
大幅な減収による減益影響はあるものの、グローバルに構造改革 、コスト・ダウンを推進し、予想営業利益を確保
国内：大幅な数量減少に対して、三和シヤッター等国内グループ各社共に構造改革、コストダウン施策のスピードを上げて取組み、コスト削減緊急対策等も継続し、予想利益を確保
米国（ＯＤＣ） ：減収圧力は厳しいものの､構造改革の推進、コストダウンの追加実施､鋼材費の下落効果等もあり、予想利益を上回る可能性も
欧州（ＮＦ）：コストダウン施策、物流改革などプロジェクト効果が一部出てきており、鋼材費の下落効果もあり、予想利益を上回る可能性も
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〈参　考〉

連結利益の四半期推移

（百万円）

第１Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第１Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Q（予） 第１Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Q(予） 説明

売上高 53,358 75,279 60,174 84,160 45,612 61,277 50,199 70,411 -7,745 -14,001 -9,975 -13,748
（増収率）[利益影響額] (-14.5%) (-18.6%) (-16.6%) (-16.3%) [-2,033] [-3,490] [-2,524] [-3,193] [減収額

 X前年粗利率]

売上原価 -39,356 -56,512 -44,945 -64,613 -34,195 -45,796 -36,678 -53,831 -552 205 817 227 当期売上

　【原価率】 【-73.8%】 【-75.1%】 【-74.7%】 【-76.8%】 【-75.0%】 【-74.7%】 【-73.1%】 【-76.5%】 【-1.2%】 【0.3%】 【1.6%】 【0.3%】 Ｘ【⊿原価率】

販管費 -14,711 -13,919 -14,122 -13,504 -14,468 -12,969 -12,399 -12,992 243 950 1,723 512
　【販管費率】 【-27.6%】 【-18.5%】 【-23.5%】 【-16.0%】 【-31.7%】 【-21.2%】 【-24.7%】 【-18.5%】

営業利益 -709 4,848 1,107 6,043 -3,051 2,512 1,123 3,588 -2,342 -2,335 16 -2,454

営業外損益 -136 -220 -213 -6 -173 -3 -321 -79 -37 217 -109 -73

経常利益 -845 4,628 894 6,037 -3,225 2,509 801 3,510 -2,380 -2,118 -93 -2,527

特別損益 -288 -430 -167 -565 7 -415 -743 -329 296 16 -576 236

税前利益 -1,133 4,197 728 5,472 -3,217 2,095 59 3,181 -2,084 -2,103 -669 -2,291

当期純利益 -1,169 3,343 -69 3,426 -2,119 1,226 70 2,028 -949 -2,116 139 -1,399

＜説明＞

１．各Qの数値は､特殊要因を除くため、08年度の「のれん償却」を除外し､為替換算レートは08年度通期適用レート（US$:@91.03､Euro:@127.96）で仕切り直している。

　　従って､各Qの発表数値とは異なっている。

２．第１Qは、減収影響に加え前年比鋼材値上りと製造固定費削減遅れの影響で原価率が悪化し大幅減益で営業赤字となった。

　  第２Qは、鋼材値上りの後ズレ影響で原価率の引下げは小幅に終わったが､販管費の大幅削減により、大幅減収による減益を一部カバーし、黒字を確保。

　  第３Qは、鋼材価格の低下影響もあり原価率を大幅に削減、販管費も大幅改善したため、大幅減収下で増益を確保。

３．当期第４Qの予想値は､売上は第３Q累積減収率（△１６．８％）と同等の減収、営業利益は原価率、販管費とも直前３Qより大幅に悪化するものの、前年同期水準を若干改善する

　　ことを見込んだものとなっている。

対前年増減額０８年度（のれん償却前、期末為替レート適用） ０９年度（前期末為替レート適用）
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３．セグメント情報の概要

（百万円）

国内 ＯＤＣ（米国） ノボフェルム（欧州） 連結合計

2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度

第3四半期 第3四半期 増減額 第3四半期 第3四半期 為替 為替調整後 第3四半期 第3四半期 為替 為替調整後 第3四半期 第3四半期 為替 為替調整後

(＠103.57) (＠94.92) 影響額 増減額 (＠149.05) (＠129.87) 影響額 増減額 影響額 増減額

ビル商業施設 売上高 87,877 72,134 △15,743 20,648 15,041 △1,370 △4,236 17,572 14,834 △2,190 △546 126,098 102,010 △3,561 △20,526

建材事業 （前年比） (△17.9%) (△20.5%) (△3.1%) (△16.3%)

営業利益 2,115 △930 △3,046 1,064 561 △51 △452 367 273 △40 △53 3,546 △96 △91 △3,551
【利益率】 【2.4%】 【△1.3%】 【19.3%】 【5.2%】 【3.7%】 【10.7%】 【2.1%】 【1.8%】 【9.7%】 【2.8%】 【△0.1%】 【17.3%】

住宅建材事業 売上高 12,356 9,934 △2,422 21,336 15,164 △1,381 △4,790 23,214 17,076 △2,521 △3,616 56,907 42,174 △3,903 △10,828

（前年比） (△19.6%) (△22.5%) (△15.6%) (△19.0%)

営業利益 △464 309 774 560 △181 16 △759 66 △148 21 △237 162 △20 38 △221
【利益率】 【△3.8%】 【3.1%】 【 - 】 【2.6%】 【△1.2%】 【15.8%】 【0.3%】 【△0.9%】 【6.6%】 【0.3%】 【△0.0%】 【2.0%】

ﾒﾝﾃ・ﾘﾌｫｰﾑ 売上高 13,339 12,467 △872 － － － － 1,006 732 △108 △166 14,346 13,200 △108 △1,038

事業 （前年比） (△6.5%) - (△16.5%) (△7.2%)

営業利益 1,871 1,265 △606 － － － － 54 △3 － △58 1,926 1,261 － △664
【利益率】 【14.0%】 【10.1%】 【69.5%】 【5.4%】 【△0.4%】 【34.9%】 【13.4%】 【9.6%】 【64.0%】

その他事業 売上高 － － － 2,792 1,482 △135 △1,175 － － － － 2,792 1,482 △135 △1,175

（前年比） - (△42.1%) - (△42.1%)

営業利益 － － － △92 △566 51 △525 － － － － △134 △566 51 △482
【利益率】 【△3.3%】 【△38.2%】 【44.7%】 【△4.8%】 【△38.2%】 【41.0%】

合計 売上高 113,573 94,536 △19,037 44,778 31,687 △2,887 △10,202 41,793 32,643 △4,820 △4,328 200,145 158,867 △7,708 △33,569

（前年比） (△16.8%) (△22.8%) (△10.4%) (△16.8%)

営業利益 3,522 644 △2,877 1,533 △186 17 △1,736 488 121 △17 △348 5,500 579 － △4,920
【利益率】 【3.1%】 【0.7%】 【15.1%】 【3.4%】 【△0.6%】 【17.0%】 【1.2%】 【0.4%】 【8.0%】 【2.7%】 【0.4%】 【14.7%】

（注）　１．数値は切り捨て。

　　　　２．【　】は利益率、(　)は前年増減率を表す。

　　　　３．２００８年度第３四半期連結営業利益は、連結合計及び各セグメントとも、のれん償却前で示しているため、「決算短信」のセグメント情報数値と一致しません。

　　　　４．国内住宅建材事業セグメントにおける減収増益理由は、固定費配賦負担分の減少によるものです。
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４．三和シヤッター工業㈱の製品別受注高・売上高見通し

(百万円・％）

２００８年度（Ｈ２０年度） ２００９年度（Ｈ２１年度）
第１Ｑ～第３Ｑ実績 通　期 第１Ｑ～第３Ｑ実績 通期（見通し）

受注高 売上高 構成比 受注高 売上高 構成比 受注高 売上高 構成比 受注高 売上高 構成比

シ　 (△7.2) (△7.3) (△8.1) (△7.9) (△11.7) (△12.4) (△12.6) (△13.6)
ャ　 軽 量 20,116 19,704 20.2 25,621 25,701 17.2 17,772 17,260 21.5 22,400 22,200 18.0

ッ　 (△3.9) (1.9) (△15.1) (△2.2) (△42.8) (△29.0) (△28.8) (△27.9)
タ　 重 量 24,499 20,060 20.6 29,072 30,774 20.5 14,010 14,245 17.7 20,700 22,200 18.0

｜製 (△5.4) (△2.9) (△12.0) (△4.9) (△28.8) (△20.8) (△21.2) (△21.4)
　品 小   計 44,616 39,765 40.8 54,693 56,475 37.7 31,782 31,506 39.2 43,100 44,400 36.1

シ　 (△9.8) (△4.1) (△9.6) (△5.7) (△13.6) (△11.6) (△10.9) (△12.0)
ャ　 Ｏ Ｓ Ｄ 4,130 3,770 3.9 5,273 5,341 3.6 3,568 3,333 4.2 4,700 4,700 3.8

ッ　 (△4.5) (△10.6) (△12.5) (△9.6) (△35.4) (△23.5) (△22.9) (△23.5)

タ　 そ の 他 7,827 6,276 6.4 9,593 9,667 6.5 5,059 4,801 6.0 7,400 7,400 6.0

｜関 (△6.4) (△8.3) (△11.5) (△8.2) (△27.9) (△19.0) (△18.6) (△19.4)
　連 小   計 11,958 10,046 10.3 14,867 15,009 10.0 8,627 8,134 10.1 12,100 12,100 9.8

(△2.2) (△15.7) (△9.6) (△14.4) (△28.5) (△5.6) (△19.6) (△9.6)
ド ビ ル ・ マ ン シ ョ ン 38,415 23,003 23.6 47,513 44,153 29.5 27,449 21,721 27.1 38,200 39,900 32.4

ア (△1.3) (1.1) (0.3) (0.3) (△9.7) (△9.8) (△15.3) (△15.4)
製 住 宅 2,554 2,554 2.6 3,307 3,309 2.2 2,306 2,304 2.9 2,800 2,800 2.3

品 (△2.2) (△14.3) (△9.0) (△13.5) (△27.4) (△6.0) (△19.3) (△10.0)
小   計 40,969 25,557 26.2 50,820 47,462 31.7 29,755 24,026 29.9 41,000 42,700 34.7

(△6.0) (△5.4) (△8.8) (△8.3) (△25.4) (△25.6) (△26.7) (△27.1)

窓　  製　  品 6,246 6,233 6.4 7,916 7,958 5.3 4,661 4,637 5.8 5,800 5,800 4.7

(△8.2) (△8.2) (△9.5) (△10.2) (△20.1) (△20.6) (△20.3) (△20.7)
エクステリア製品 3,154 3,109 3.2 4,016 4,033 2.7 2,519 2,469 3.1 3,200 3,200 2.6

(△13.0) (△41.8) (△12.2) (△30.9) (△11.6) (△4.0) (△8.6) (△2.1)

間 仕 切 製 品 4,567 3,231 3.3 5,908 5,414 3.6 4,036 3,104 3.9 5,400 5,300 4.3

そ (△7.9) (△18.9) (△17.5) (△21.7) (△10.0) (△29.2) (△3.8) (△18.5)
の ス テ ン レ ス 製 品 2,448 1,990 2.0 3,014 3,310 2.2 2,203 1,408 1.8 2,900 2,700 2.2

他 (△14.4) (△11.4) (△13.1) (△8.3) (△19.4) (△25.8) (△16.9) (△29.8)
の フ ロ ン ト 製 品 678 627 0.6 841 854 0.6 546 465 0.6 700 600 0.5

製 (7.3) (14.0) (△9.4) (0.4) (△40.1) (△34.0) (△29.6) (△32.9)

品 そ の 他 6,708 6,866 7.0 8,242 9,242 6.2 4,019 4,533 5.6 5,800 6,200 5.0

(△3.7) (△13.7) (△11.9) (△15.2) (△25.0) (△25.2) (△17.8) (△21.4)
小   計 14,402 12,715 13.1 18,007 18,822 12.6 10,807 9,511 11.8 14,800 14,800 12.0

(△4.3) (△8.4) (△10.7) (△9.8) (△27.4) (△17.6) (△20.2) (△17.9)
合   計 121,347 97,427 100.0 150,322 149,762 100.0 88,154 80,285 100.0 120,000 123,000 100.0

(△4.5) (△12.9) (△12.8) (△12.5) (△33.3) (△17.9) (△22.6) (△17.7)
ビル建材部門 75,565 51,937 53.3 91,395 89,467 59.7 50,439 42,657 53.1 70,700 73,600 59.8

(△10.9) (△10.8) (△12.2) (△11.1) (△14.7) (△15.9) (△16.0) (△18.2)
店装建材部門 17,263 16,758 17.2 21,654 21,889 14.6 14,724 14,099 17.6 18,200 17,900 14.6

(△5.8) (△5.1) (△7.4) (△7.1) (△20.1) (△20.6) (△22.2) (△22.6)
住宅建材部門 12,636 12,531 12.9 16,076 16,144 10.8 10,099 9,944 12.4 12,500 12,500 10.2

(3.6) (3.6) (2.2) (2.2) (△4.3) (△4.3) (△2.6) (△2.6)
メンテ・サービス 11,921 11,921 12.2 16,626 16,626 11.1 11,409 11,409 14.2 16,200 16,200 13.2

(14.6) (29.6) (△12.1) (4.2) (△62.6) (△49.2) (△47.5) (△50.3)
そ　の　他 3,959 4,279 4.4 4,568 5,633 3.8 1,481 2,174 2.7 2,400 2,800 2.3

金     額 金     額 金     額 金     額

  手  持  残  高 88,605 63,407 70,807 59,938

う ち

  仕    掛    品 25,779 11,699 21,882 12,000
（注） １．(　　)内は、前年増減率を示す。　 ２．手持残高は、未発注・未仕入・仕掛品の合計で示す。
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