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

23年3月期第3四半期 69,057 3.2 355 ― 364 ― △1,335 ―

22年3月期第3四半期 66,896 △18.0 △3,060 ― △3,853 ― △4,450 ―

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3四半期 △19.45 ―

22年3月期第3四半期 △64.80 ―

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3四半期 80,396 27,087 33.7 394.51
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3四半期  27,087百万円 22年3月期  29,165百万円

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  
 

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 ― 3.00 ―

23年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 0.7 900 ― 1,200 ― 1,880 ― 27.38



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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）Ｐ．３「（３）連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期3Q  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3Q  3,534,707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3Q  68,664,603株 22年3月期3Q  68,678,562株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策効果等により、一部の業種においては、企業

収益の改善や設備投資の持ち直しなど緩やかな回復の兆しは見られるものの、依然として完全失業率が高水準にあ

ることや円高・株安の長期化及び政策効果の息切れなど、景気を下押しする懸念材料も多く、先行きの不透明感は

拭いきれな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、建築投資減少の影響及び雇用・所得環境の悪化に伴う影

響等、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、69,057百万円と前年同四半期に比べ

2,160百万円(3.2%)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更なる削減に努め、営業

利益は355百万円（前年同四半期は営業損失3,060百万円）、経常利益は364百万円（前年同四半期は経常損失3,853

百万円）となりました。また、名古屋工場の生産移管に伴う移転補償金を特別利益として計上した一方で、公正取

引委員会に対して納付した課徴金を特別損失として計上したこと等により四半期純損失は1,335百万円（前年同四

半期比3,115百万円の改善）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 

 設備投資の抑制に伴う需要の減少等の影響から重量シャッターを中心として低調傾向にあり、当第３四半期連

結累計期間の売上高は27,593百万円となりましたが、コスト削減に努めました結果、営業利益は1,387百万円と

なりました。 

２．建材関連製品事業 

 パーティション及びエクステリア製品等は堅調に推移しましたが、住宅用ドア及びビル用ドアは低調傾向にあ

り、当第３四半期連結累計期間の売上高は23,587百万円、営業損失は110百万円となりました。 

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、保守体制増強の整備を推し進めており、修理・メンテナンス等が堅調に推移しま

した結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,545百万円、営業利益は533百万円となりました。 

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が激化する市場環境の中で、パッケージ

商品が堅調に推移しました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,003百万円、営業利益は211百万円とな

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３四半期連結累計期間の

売上高は2,326百万円、営業利益は43百万円となりました。  

  

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３四半期連結会計期間末の総資産は80,396百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,495百万円増加しまし

た。流動資産は51,163百万円となり、7,000百万円増加しました。これは、受取手形及び売掛金が減少（747百万

円）した一方で、現金及び預金が増加（4,044百万円）したこと、商品及び製品が増加（2,403百万円）したことが

主な要因であります。固定資産は29,233百万円となり、1,505百万円減少しました。これは、投資有価証券が減少

（537百万円）したこと、建物及び構築物が減少(360百万円）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53,308百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,573百万円増加しまし

た。流動負債は31,479百万円となり、5,109百万円増加しました。これは、短期借入金が増加（3,300百万円）した

こと、支払手形及び買掛金が増加（1,520百万円）したことが主な要因であります。固定負債は21,829百万円とな

り、2,463百万円増加しました。これは、退職給付引当金が減少（532百万円）した一方で、長期借入金が増加

（2,999百万円）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27,087百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,077百万円減少しまし

た。これは、四半期純損失の計上（1,335百万円）、配当金の支払い（343百万円）、その他有価証券評価差額金の

減少（340百万円）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、11,036百万円となり、前

連結会計年度末に比べ3,968百万円（56.2％）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使用した資金は1,221百万円となりました。収入の主な内訳

は、仕入債務の増加額1,520百万円、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、たな卸資産の増

加額2,760百万円、税金等調整前四半期純損失930百万円であります。 

（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600百万円（前年同四半期比43.9％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86百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得

による支出439百万円、投資有価証券の取得による支出107百万円であります。 

（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獲得した資金は5,793百万円となりました。収入の主な内訳

は、長期借入れによる収入4,000百万円、短期借入金の純増加額2,500百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の

支払額343百万円、長期借入金の返済による支出200百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年１月13日に公表した内容から変更ありません。  
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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。   

  

（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 

 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、営業利益、経常利益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 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ６百万円減少し、税金等調整前四半

期純損失は118百万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 

 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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,495 7,451

受取手形及び売掛金 24,162 24,910

商品及び製品 8,313 5,909

仕掛品 933 664

原材料及び貯蔵品 2,173 2,087

その他 4,327 3,392

貸倒引当金 △242 △252

流動資産合計 51,163 44,162

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,261 8,621

土地 8,276 8,097

その他（純額） 2,724 2,831

有形固定資産合計 19,262 19,550

無形固定資産   

のれん 5 7

その他 734 811

無形固定資産合計 739 818

投資その他の資産   

投資有価証券 5,050 5,587

その他 5,473 6,035

貸倒引当金 △1,293 △1,253

投資その他の資産合計 9,231 10,369

固定資産合計 29,233 30,738

資産合計 80,396 74,900
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,646 18,125

短期借入金 3,300 0

未払法人税等 259 495

賞与引当金 662 1,360

役員賞与引当金 24 2

工事損失引当金 245 471

その他 7,340 5,913

流動負債合計 31,479 26,369

固定負債   

長期借入金 3,000 0

退職給付引当金 15,625 16,157

役員退職慰労引当金 453 495

負ののれん 22 30

資産除去債務 49 －

その他 2,678 2,681

固定負債合計 21,829 19,366

負債合計 53,308 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 1,855 533

自己株式 △1,256 △1,255

株主資本合計 26,809 28,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 353 693

土地再評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △75 △17

評価・換算差額等合計 278 676

純資産合計 27,087 29,165

負債純資産合計 80,396 74,900
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 66,896 69,057

売上原価 50,854 51,406

売上総利益 16,042 17,650

販売費及び一般管理費 19,103 17,295

営業利益又は営業損失（△） △3,060 355

営業外収益   

受取利息 12 8

受取配当金 94 97

受取賃貸料 49 47

負ののれん償却額 7 7

助成金収入 137 120

その他 72 170

営業外収益合計 373 451

営業外費用   

支払利息 62 81

持分法による投資損失 1,032 222

投資事業組合運用損 9 －

その他 61 137

営業外費用合計 1,166 442

経常利益又は経常損失（△） △3,853 364

特別利益   

固定資産売却益 － 5

移転補償金 － 1,620

その他 － 13

特別利益合計 － 1,639

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 76 20

減損損失 2 14

たな卸資産除却損 － 49

販売用不動産評価損 85 －

投資有価証券評価損 44 3

貸倒引当金繰入額 63 46

課徴金 － 2,025

割増退職金 － 383

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

その他 80 277

特別損失合計 355 2,934

税金等調整前四半期純損失（△） △4,209 △930

法人税等 241 404

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,335

四半期純損失（△） △4,450 △1,335

文化シヤッター㈱(5930)　平成23年３月期　第３四半期決算短信

-7-



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △4,209 △930

減価償却費 1,267 1,209

減損損失 2 14

負ののれん償却額 △7 △7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 230 29

賞与引当金の増減額（△は減少） △687 △698

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 758 △213

課徴金 － 2,025

受取利息及び受取配当金 △107 △105

支払利息 62 81

持分法による投資損益（△は益） 1,032 222

投資事業組合運用損益（△は益） 9 －

投資有価証券評価損益（△は益） 44 3

会員権評価損 － 0

固定資産処分損益（△は益） 78 15

移転補償金 － △1,620

売上債権の増減額（△は増加） 8,172 747

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,828 △2,760

販売用不動産評価損 85 －

仕入債務の増減額（△は減少） △1,851 1,520

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

その他 △407 472

小計 2,644 143

利息及び配当金の受取額 107 105

利息の支払額 △63 △73

課徴金の支払額 － △2,025

移転補償金の受取額 － 1,134

法人税等の支払額 △295 △504

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,394 △1,221

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） △110 △75

有形固定資産の取得による支出 △720 △439

有形固定資産の売却による収入 4 51

無形固定資産の取得による支出 △100 △61

無形固定資産の売却による収入 － 4

投資有価証券の取得による支出 △2 △107

投資有価証券の売却による収入 － 0

長期前払費用の取得による支出 △115 －

貸付けによる支出 △97 △58

貸付金の回収による収入 73 86

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,069 △600
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △310 2,500

長期借入れによる収入 － 4,000

長期借入金の返済による支出 △0 △200

自己株式の取得による支出 △5 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △618 △343

その他 △88 △161

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,021 5,793

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 285 3,968

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 8,616 11,036
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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。 

  

〔海外売上高〕  

 前第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。 

  

（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
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〔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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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△1,710百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

△1,706百万円、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利益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） 

    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 
 27,593      23,587 8,545  7,003  66,730  2,326  69,057  －  69,057

セグメント 

間の内部売 

上高又は振 

替高 

 1,804  7  482  0  2,294  81  2,376 ( )2,376  －

   計  29,397  23,595  9,027  7,004  69,025  2,407  71,433 ( )2,376  69,057

セグメント 

利益又は損失

(△) 

 1,387  △110  533  211  2,022  43  2,065 ( )1,710  355

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当第３四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）１．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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(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セグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）１．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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）受注状況 

 当第３四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）１．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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

シャッター関連製品事業（百万円）  15,643

建材関連製品事業（百万円）  7,382

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）  636

合計（百万円）  23,663

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

シャッター関連製品事業（百万円）  1,097

建材関連製品事業（百万円）  10,706

サービス事業（百万円）  426

リフォーム事業（百万円）  4,813

その他（百万円）  993

合計（百万円）  18,037

セグメントの名称 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

シャッター関連製品事業  27,894  10,037

建材関連製品事業  25,791  17,720

サービス事業  8,550  1,420

リフォーム事業  7,433  1,115

その他  3,103  1,892

合計  72,772  32,186
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(4）販売実績 

 当第３四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）１．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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

シャッター関連製品事業（百万円）  27,593

建材関連製品事業（百万円）  23,587

サービス事業（百万円）  8,545

リフォーム事業（百万円）  7,003

その他（百万円）  2,326

合計（百万円）  69,057
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