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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 66,896 △18.0 △3,060 ― △3,853 ― △4,450 ―
21年3月期第3四半期 81,612 ― △479 ― △268 ― △1,876 ―

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

22年3月期第3四半期 △64.80 ―
21年3月期第3四半期 △27.30 ―

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

22年3月期第3四半期 82,464 34,388 41.7 500.80
21年3月期 89,232 39,091 43.8 568.85

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  34,388百万円 21年3月期  39,091百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 2.00 ―
22年3月期 

（予想）
2.00 4.00

3.  平成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 94,000 △16.0 △2,900 ― △2,950 ― △4,000 ― △58.25
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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) 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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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21年11月11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22年２月10日）公
表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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。 

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） 22年3月期第3四半期 72,196,487株 21年3月期  72,196,487株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,528,914株 21年3月期  3,477,125株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 68,678,562株 21年3月期第3四半期 68,729,984株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、世界的な景気後

退の影響は根強く、民間設備投資の減少及び雇用情勢の悪化に伴う個人消費の低迷など依然として厳しい状況で推

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、金融不安による建築投資の減少及び雇用・所得環境の

悪化に伴う住宅着工数の減少等の影響により、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３四半期連結累計期間の売上高は66,896百万円と前年同期に比べ14,716百

万円(18.0％)の減少となりました。収益面におきましては、原価及び固定費など企業コストの更なる削減に取り組

みましたが、建築着工数減少に伴う売上高減少の影響等を補うまでには及ばず、営業損失は3,060百万円（前年同 

期は営業損失479百万円）となり、持分法による投資損失等を営業外費用として計上しました結果、経常損失は 

3,853百万円（前年同期は経常損失268百万円）となりました。また、販売用不動産評価損等を特別損失として計上

しました結果、四半期純損失は4,450百万円（前年同期は四半期純損失1,876百万円）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 

  企業業績の悪化に伴う設備投資減少の影響等から中量シャッター及び重量シャッター等の主力商品が低調に推

 移いたしましたので、当第３四半期連結累計期間の売上高は28,848百万円（前年同期比25.0％減）、営業損失は

 2百万円（前年同期は営業利益1,457百万円）となりました。 

２．建材関連製品事業 

  住宅着工数減少の影響により住宅用ドア及びエクステリア商品が減少し、ビル用建材のドア及びパーティシ 

 ョン等におきましても低調傾向が続きました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は21,535百万円（前年同

 期比17.5％減）、営業損失は1,337百万円（前年同期は営業損失384百万円）となりました。 

３．サービス事業 

  景気低迷による修理売上の大幅な減少の影響により、連結子会社文化シヤッターサービス株式会社の業績が低

 調に推移いたしましたことにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,856百万円（前年同期比5.5％減）、

 営業利益は40百万円（前年同期比93.6％減）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なか、連結子会社ゆとりフォーム株式会社の業績が堅調に推移いたしましたこと

 により、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,300百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益は26百万円（前年

 同期比36.5％増）となりました。 

５．その他事業 

  建物のエントランス向けステンレス製品等が低調に推移いたしましたことにより、当第３四半期連結累計期間

 の売上高は2,354百万円（前年同期比3.9％減）、営業利益は14百万円（前年同期は営業損失20百万円）となりま

 した。 

  

【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
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  当第３四半期連結会計期間末の総資産は82,464百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,767百万円減少しまし 

 た。流動資産は46,259百万円となり、5,249百万円減少しました。これは、商品及び製品が増加（1,916百万円）し 

 た一方で、受取手形及び売掛金が減少（8,172百万円）したことが主な要因であります。固定資産は36,204百万円と

 なり、1,517百万円減少しました。これは、投資有価証券が減少(589百万円）したこと、建物及び構築物が減少 

 （397百万円）したことが主な要因であります。  

  当第３四半期連結会計期間末の負債は48,075百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,064百万円減少しました。

 流動負債は28,366百万円となり、2,136百万円減少しました。これは、工事損失引当金が増加（541百万円）した一 

 方で、支払手形及び買掛金が減少（1,851百万円）したことが主な要因であります。固定負債は19,709百万円とな 

 り、71百万円増加しました。これは、役員退職慰労引当金が減少（295百万円）した一方で、退職給付引当金が増加

 （317百万円）したことが主な要因であります。 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産は34,388百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,702百万円減少しまし 

 た。これは、その他有価証券評価差額金が増加（425百万円）した一方で、四半期純損失の計上（4,450百万円）、 

 配当金の支払い（618百万円）により利益剰余金が減少（5,068百万円）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３四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8,616百万円となり、前連結

 会計年度末に比べ285百万円（3.4％）増加しました。 

  当第３四半期連結累計期間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３四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は2,394百万円（前年同期比147.3％増）となり 

 ました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額8,172百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失

 4,209百万円、仕入債務の減少額1,851百万円、たな卸資産の増加額1,828百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は1,069百万円（前年同期比54.1％減）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73百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得によ 

 る支出720百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は1,021百万円（前年同期は1,164百万円の獲 

 得）となりました。支出の主な内訳は、配当金の支払額618百万円、短期借入金の純減少額310百万円であります。 

  

  当第３四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21年11月11日に 

 公表いたしました平成22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22年２月10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．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

 ・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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 ・税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四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。 

  

・完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適

用しております。 

 なお、従来の方法によった場合と比べ、売上高、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。 

  

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）

（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

（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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,020 8,624

受取手形及び売掛金 22,765 30,938

商品及び製品 7,948 6,032

仕掛品 725 628

原材料及び貯蔵品 2,332 2,552

その他 3,619 2,933

貸倒引当金 △152 △201

流動資産合計 46,259 51,509

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,537 8,934

土地 8,097 7,971

その他（純額） 3,354 3,263

有形固定資産合計 19,989 20,170

無形固定資産   

のれん 7 9

その他 847 973

無形固定資産合計 855 982

投資その他の資産   

投資有価証券 4,703 5,293

その他 11,837 12,177

貸倒引当金 △1,180 △901

投資その他の資産合計 15,360 16,569

固定資産合計 36,204 37,722

資産合計 82,464 89,232
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 18,095 19,946

短期借入金 1,140 1,450

未払法人税等 191 363

賞与引当金 1,012 1,699

役員賞与引当金 3 5

工事損失引当金 935 393

その他 6,988 6,645

流動負債合計 28,366 30,503

固定負債   

長期借入金 0 0

退職給付引当金 16,488 16,170

役員退職慰労引当金 488 783

圧縮未決算特別勘定 120 120

負ののれん 32 40

その他 2,579 2,522

固定負債合計 19,709 19,637

負債合計 48,075 50,140

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,051 15,051

資本剰余金 14,159 14,159

利益剰余金 6,145 11,214

自己株式 △1,255 △1,240

株主資本合計 34,101 39,185

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 320 △104

土地再評価差額金 0 －

為替換算調整勘定 △33 10

評価・換算差額等合計 287 △93

純資産合計 34,388 39,091

負債純資産合計 82,464 89,232
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 81,612 66,896

売上原価 61,444 50,854

売上総利益 20,168 16,042

販売費及び一般管理費 20,647 19,103

営業損失（△） △479 △3,060

営業外収益   

受取利息 40 12

受取配当金 144 94

受取賃貸料 51 49

負ののれん償却額 7 7

助成金収入 － 137

その他 111 72

営業外収益合計 355 373

営業外費用   

支払利息 58 62

持分法による投資損失 － 1,032

投資事業組合運用損 29 9

その他 57 61

営業外費用合計 144 1,166

経常損失（△） △268 △3,853

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   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 125 76

減損損失 － 2

圧縮記帳未決算特別勘定繰入額 120 －

販売用不動産評価損 － 85

製品補修引当金繰入額 345 －

投資有価証券売却損 135 －

投資有価証券評価損 424 44

貸倒引当金繰入額 311 63

その他 226 80

特別損失合計 1,688 355

税金等調整前四半期純損失（△） △1,310 △4,209

法人税等 565 241

四半期純損失（△） △1,876 △4,450
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △1,310 △4,209

減価償却費 1,290 1,267

減損損失 － 2

圧縮記帳未決算特別勘定繰入額 120 －

負ののれん償却額 △7 △7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 338 230

賞与引当金の増減額（△は減少） △788 △687

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △632 758

受取利息及び受取配当金 △184 △107

支払利息 58 62

持分法による投資損益（△は益） － 1,032

投資事業組合運用損益（△は益） 29 9

投資有価証券評価損益（△は益） 424 44

会員権評価損 31 －

投資有価証券売却損益（△は益） 134 －

固定資産処分損益（△は益） 112 78

売上債権の増減額（△は増加） 5,285 8,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,912 △1,828

販売用不動産評価損 － 85

仕入債務の増減額（△は減少） △1,207 △1,851

その他 △269 △407

小計 1,489 2,644

利息及び配当金の受取額 189 107

利息の支払額 △58 △63

法人税等の支払額 △651 △295

営業活動によるキャッシュ・フロー 968 2,394

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） △41 △110

有形固定資産の取得による支出 △1,873 △720

有形固定資産の売却による収入 94 4

無形固定資産の取得による支出 △178 △100

投資有価証券の取得による支出 △502 △2

投資有価証券の売却による収入 11 －

長期前払費用の取得による支出 － △115

貸付けによる支出 △91 △97

貸付金の回収による収入 247 73

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,332 △1,069
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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） 2,089 △310

長期借入金の返済による支出 △11 △0

自己株式の取得による支出 △8 △5

自己株式の売却による収入 16 0

配当金の支払額 △893 △618

その他 △29 △88

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,164 △1,021

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △200 285

現金及び現金同等物の期首残高 11,373 8,331

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,172 8,616
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 該当事項はありません。 

  

  

 （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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12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）

売上高                 

(1）外部顧客に対

する売上高 
 38,487  26,112  8,310  6,250  2,451  81,612  －  81,612

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,629  1  612  5  78  2,327 (2,327)  －

    計  40,116  26,114  8,923  6,256  2,529  83,940 (2,327)  81,612

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
 1,457  △384  630  19  △20  1,701 (2,181)  △479

  

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12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）

売上高                 

(1）外部顧客に対

する売上高 
 28,848  21,535  7,856  6,300  2,354  66,896  －  66,896

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,583  2  444  1  88  2,120 ( )2,120  －

    計  30,432  21,538  8,301  6,302  2,443  69,017 ( )2,120  66,896

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
 △2  △1,337  40  26  14  △1,259 ( )1,801  △3,060

文化シヤッター㈱(5930)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－11－



３．追加情報 

 前第３四半期連結累計期間 

 前連結会計年度の第２四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数の変更を行っております。この変更に

伴い、前第３四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22百万円、建材関連製品事業

において20百万円、その他事業において4百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

  前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間 

 （自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

  前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間 

 （自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

 該当事項はありません。 

  

(1）生産実績 

 当第３四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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

シャッター関連製品事業（百万円）  15,849  75.4

建材関連製品事業（百万円）  7,508  87.6

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）  549  110.0

合計（百万円）  23,907  79.4
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(2）商品仕入実績 

 当第３四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３四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。 

  

(4）販売実績 

 当第３四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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

シャッター関連製品事業（百万円）  1,462  67.5

建材関連製品事業（百万円）  9,081  88.0

サービス事業（百万円）  367  88.6

リフォーム事業（百万円）  4,341  101.0

その他事業（百万円）  1,016  73.7

合計（百万円）  16,269  87.6

事業の種類別セグメ
ントの名称 

受注高（百万円） 前年同四半期比（％） 受注残高（百万円） 前年同四半期比（％）

シャッター関連製品

事業 
 27,842  72.9  11,881  74.4

建材関連製品事業  25,073  92.0  18,091  100.6

サービス事業  8,225  97.5  1,480  111.5

リフォーム事業  6,542  103.9  897  127.0

その他事業  2,656  72.7  1,345  75.3

合計  70,340  83.9  33,696  89.2

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

シャッター関連製品事業（百万円）  28,848  75.0

建材関連製品事業（百万円）  21,535  82.5

サービス事業（百万円）  7,856  94.5

リフォーム事業（百万円）  6,300  100.8

その他事業（百万円）  2,354  96.1

合計（百万円）  66,896  82.0
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