
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月10日

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） 代表取締役社長 （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 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日   － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  20,502  0.4  △441  －  △621  －  △1,855  －

22年３月期第１四半期  20,419  △18.5  △1,731  －  △2,465  －  △2,546  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △27  03  －      

22年３月期第１四半期  △37  08  －      

  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 

23年３月期第１四半期  75,324  26,643  35.4  388  02

22年３月期  74,900  29,165  38.9  424  75

（参考）自己資本   23年３月期第１四半期 26,643百万円 22年３月期 29,165百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        2 00 －      2 00  4  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  3 00 －      3 00  6  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  45,500  3.0  △200  －  △450  －  △1,800  －  △26  21

通期  96,500  3.3  1,950  －  2,000  －  150  －  2  18



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     －社（       －）、除外    －社（       －） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しており

ます。  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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

する事項については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ

さい。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 72,196,487株 22年３月期 72,196,487株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,530,498株 22年３月期 3,531,474株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 68,665,820株 22年３月期１Ｑ 68,687,471株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、新興国の需要に支えられた輸出等の一部では景気悪化に底打ちの兆しが  

 見られるものの、一昨年より続く世界規模での景気低迷の影響が依然として続いており、企業業績は低迷し、雇用

 環境及び所得環境が悪化するなど、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、企業業績悪化による民間設備投資の減少傾向は改善され

 ず、また公共設備投資がさらに削減されるなど、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１四半期の売上高は、20,502百万円と前年同四半期に比べ82百万円(0.4%)

 の増加となりました。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、営業損失は前年同四半期に比べ

 1,290百万円改善し441百万円、経常損失は前年同四半期に比べ1,843百万円改善し621百万円、四半期純損失は公正

 取引委員会による課徴金納付命令に対して課徴金を特別損失として計上したこと等により1,855百万円（前年同四 

 半期比690百万円の改善）となりました。 

  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 

   設備投資の減少に伴う建築着工数減少の影響から概ね低調傾向にあり、当第１四半期の売上高は8,603百万円 

  となりましたが、コスト削減に努めました結果、営業利益は344百万円となりました。 

 ２．建材関連製品事業 

   住宅用ドア及びエクステリア製品、ビル用ドア及びパーティションが堅調に推移しました結果、当第１四半期

  の売上高は6,439百万円、営業損失は280百万円となりました。 

 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、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ま

  した結果、当第１四半期の売上高は2,718百万円、営業利益は93百万円となりました。 

 ４．リフォーム事業 

   連結子会社ゆとりフォーム株式会社を中心に、リフォーム業界の競争激化の中で、堅調に推移しました結果、

  当第１四半期の売上高は1,987百万円、営業損失は18百万円となりました。 

 ５．その他 

   店舗及びビルのエントランス向けステンレス製品等が堅調に推移しました結果、当第１四半期の売上高は754 

  百万円、営業利益は12百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は75,324百万円となり、前連結会計年度末に比べ423百万円増加しまし

た。流動資産は45,988百万円となり、1,826百万円増加しました。これは、受取手形及び売掛金が減少（2,888百万

円）した一方で、現金及び預金が増加（2,765百万円）したこと、商品及び製品が増加（1,088百万円）したことが

主な要因であります。固定資産は29,335百万円となり、1,402百万円減少しました。これは、投資有価証券が減少

（1,063百万円）したことが主な要因であります。  

 当第１四半期連結会計期間末の負債は48,680百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,945百万円増加しまし

た。流動負債は30,265百万円となり、3,895百万円増加しました。これは、支払手形及び買掛金が減少（1,183百万

円）した一方で、短期借入金が増加（2,000百万円）したことが主な要因であります。固定負債は18,415百万円と

なり、950百万円減少しました。これは、退職給付引当金が減少（750百万円）したことが主な要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は26,643百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,521百万円減少しまし

た。これは、四半期純損失の計上（1,855百万円）、配当金の支払い（137百万円）及びその他有価証券評価差額金

の減少（539百万円）が主な要因であります。 

（キャッシュフローについて）  

 当第１四半期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、9,800百万円となり、前

連結会計年度末に比べ2,732百万円（38.7％）増加しました。 

 当第１四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１四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1,101百万円（前年同四半期比146.2％増）と

なりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額2,888百万円、移転補償金の受取額1,134百万円であり、支出の

主な内訳は、税金等調整前四半期純損失1,765百万円、たな卸資産の増加額1,193百万円、仕入債務の減少額1,183

百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は183百万円（前年同四半期比68.5％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30百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得

による支出156百万円、定期預金の増加額32百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は1,817百万円（前年同四半期比11.3％増）と

なりました。収入の主な内訳は、短期借入金の純増加額2,000百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額

137百万円であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年６月９日に公正取引委員会より独占禁止法に違反する行為があったとして排除措置命令及び課徴金納付

命令を受け、当該課徴金額を当第１四半期において特別損失として計上したことから、平成22年５月12日に公表い

たしました平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を変更しております。なお、当該予

想に関する詳細は、平成22年７月12日に公表いたしました「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

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

お、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 （実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）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、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。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失は２百万円、税金等調整前四半期純損失は114百万円増加しております。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は49百万円であります。 

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成20年12月26日）を適用しております。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,216 7,451

受取手形及び売掛金 22,021 24,910

商品及び製品 6,998 5,909

仕掛品 742 664

原材料及び貯蔵品 2,114 2,087

その他 4,118 3,392

貸倒引当金 △222 △252

流動資産合計 45,988 44,162

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,556 8,621

土地 8,097 8,097

その他（純額） 2,799 2,831

有形固定資産合計 19,453 19,550

無形固定資産   

のれん 6 7

その他 779 811

無形固定資産合計 786 818

投資その他の資産   

投資有価証券 4,523 5,587

その他 5,855 6,035

貸倒引当金 △1,283 △1,253

投資その他の資産合計 9,095 10,369

固定資産合計 29,335 30,738

資産合計 75,324 74,900
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,942 18,125

短期借入金 2,000 0

未払法人税等 139 495

賞与引当金 781 1,360

役員賞与引当金 8 2

工事損失引当金 456 471

その他 9,936 5,913

流動負債合計 30,265 26,369

固定負債   

長期借入金 0 0

退職給付引当金 15,407 16,157

役員退職慰労引当金 462 495

負ののれん 27 30

資産除去債務 49 －

その他 2,468 2,681

固定負債合計 18,415 19,366

負債合計 48,680 45,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,051 15,051

資本剰余金 11,159 14,159

利益剰余金 1,540 533

自己株式 △1,255 △1,255

株主資本合計 26,496 28,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 153 693

土地再評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △6 △17

評価・換算差額等合計 147 676

純資産合計 26,643 29,165

負債純資産合計 75,324 74,900
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 20,419 20,502

売上原価 15,650 15,094

売上総利益 4,769 5,407

販売費及び一般管理費 6,500 5,848

営業損失（△） △1,731 △441

営業外収益   

受取利息 5 2

受取配当金 63 59

負ののれん償却額 2 2

助成金収入 30 40

株式割当益 － 53

その他 35 61

営業外収益合計 137 219

営業外費用   

支払利息 14 15

投資事業組合運用損 6 －

持分法による投資損失 819 344

その他 30 40

営業外費用合計 871 400

経常損失（△） △2,465 △621

特別利益   

移転補償金 － 1,620

その他 － 5

特別利益合計 － 1,625

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 0 6

減損損失 2 10

貸倒引当金繰入額 11 3

課徴金 － 2,025

特別補修費 24 10

割増退職金 － 363

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

その他 3 236

特別損失合計 42 2,768

税金等調整前四半期純損失（△） △2,508 △1,765

法人税等 38 90

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,855

四半期純損失（△） △2,546 △1,855
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △2,508 △1,765

減価償却費 392 386

減損損失 2 10

負ののれん償却額 △2 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △709 △579

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 151 △653

受取利息及び受取配当金 △69 △62

支払利息 14 15

持分法による投資損益（△は益） 819 344

投資事業組合運用損益（△は益） 6 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1 3

固定資産処分損益（△は益） 0 1

移転補償金 － △1,620

課徴金 － 2,025

売上債権の増減額（△は増加） 6,593 2,888

たな卸資産の増減額（△は増加） △738 △1,193

仕入債務の増減額（△は減少） △3,599 △1,183

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

その他 224 1,553

小計 659 287

利息及び配当金の受取額 70 62

利息の支払額 △15 △13

移転補償金の受取額 － 1,134

法人税等の支払額 △266 △369

営業活動によるキャッシュ・フロー 447 1,101

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） △6 △32

有形固定資産の取得による支出 △387 △156

有形固定資産の売却による収入 － 7

無形固定資産の取得による支出 △172 △6

投資有価証券の取得による支出 △0 △1

貸付けによる支出 △41 △24

貸付金の回収による収入 27 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △581 △183
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30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） 2,140 2,000

長期借入金の返済による支出 △0 △0

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △481 △137

その他 △24 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,633 1,817

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,492 2,732

現金及び現金同等物の期首残高 8,331 7,067

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,824 9,800
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 該当事項はありません。 

  

  

〔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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

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

記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

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

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

シャッター 

関連製品 

事業 

（百万円） 

建材関連 

製品事業 

（百万円） 

サービス 

事業 

（百万円）

リフォーム

事業 

（百万円）

その他 

事業 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高                 

(1）外部顧客に対

する売上高 
 9,230  6,194 2,449 1,879 665  20,419  － 20,419

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 484  0 125 0 20  630 ( )630  －

    計  9,714  6,194 2,574 1,880 685  21,049 ( )630 20,419

  営業損失(△)  △167  △652  △116  △82  △22  △1,041 ( )689  △1,731

文化シヤッター㈱(5930)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－10－



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当グループは、地域別に支店を置き、取り扱う製品・サービスについて各地域での包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しております。取締役会は、製品・サービス区分による事業業績の報告をもとに経営に関する意思

決定を行っております。 

 したがって、当グループは、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「シャッター関連製品事

業」、「建材関連製品事業」、「サービス事業」及び「リフォーム事業」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

 「シャッター関連製品事業」は、工場・倉庫向けシャッター、店舗向けシャッター等を生産販売しておりま

す。「建材関連製品事業」は、ビル・マンション用ドア、学校用パーティション、住宅用ドア、エクステリア等

を生産販売しております。「サービス事業」は、既設シャッター、建材の保守及び修理を行っております。「リ

フォーム事業」は、住宅の増改築及び住宅設備の取り替え、補修を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

（単位：百万円）

 (注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業、家具製造販売事

     業、保険代理店事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△592百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△589百

     万円、棚卸資産の調整額△3百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般 

     管理費であります。 

   ３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

  （追加情報） 

    当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

   年３月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成

   20年３月21日）を適用しております。   

  

  該当事項はありません。  

  

 報告セグメント 

その他 

(注)１
合計 

調整額 

(注)２ 

  

四半期連結
損益計算書

計上額 
(注)３ 

シャッター
関連製品 

事業 

建材関連 
製品事業 

サービス 
事業 

リフォーム
事業 

計 

売上高                   

外部顧客 

への売上高 
 8,603      6,439 2,718  1,987  19,748  754  20,502  －  20,502

セグメント 

間の内部売 

上高又は振 

替高 

 511  0  143  0  656  24  680 ( )680  －

   計  9,114  6,439  2,861  1,988  20,404  778  21,182 ( )680  20,502

セグメント 

利益又は損失

(△) 

 344  △280  93  △18  139  12  151 ( )592  △441

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

文化シヤッター㈱(5930)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－11－



  

生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当第１四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

(2）商品仕入実績 

 当第１四半期連結累計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

(3）受注状況 

 当第１四半期連結累計期間の受注状況を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．補足情報

セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 

シャッター関連製品事業（百万円）  4,841

建材関連製品事業（百万円）  2,046

サービス事業（百万円）  －

リフォーム事業（百万円）  －

その他（百万円）  156

合計（百万円）  7,043

セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 

シャッター関連製品事業（百万円）  375

建材関連製品事業（百万円）  2,930

サービス事業（百万円）  138

リフォーム事業（百万円）  1,414

その他（百万円）  305

合計（百万円）  5,164

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  9,208  10,341

建材関連製品事業  8,615  17,692

サービス事業  2,648  1,346

リフォーム事業  2,343  1,041

その他  1,095  1,457

合計  23,910  31,879
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(4）販売実績 

 当第１四半期連結累計期間の販売実績を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。 

  

セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 

シャッター関連製品事業（百万円）  8,603

建材関連製品事業（百万円）  6,439

サービス事業（百万円）  2,718

リフォーム事業（百万円）  1,987

その他（百万円）  754

合計（百万円）  20,502

文化シヤッター㈱(5930)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－13－




