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１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第３四半期 20,775 16.3 234 － 377 － 168 －

18年12月期第３四半期 17,860 △3.3 △114 － 11 △97.6 △12 －

18年12月期 23,665  △119  21  △154  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年12月期第３四半期 28 53 － －

18年12月期第３四半期 △1 99 － －

18年12月期 △24 34 － －

(2）連結財政状態  

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

19年12月期第３四半期 19,917 5,499 27.6 950 33

18年12月期第３四半期 19,809 6,540 33.0 1,032 04

18年12月期 21,297 6,483 30.4 1,022 60

(3）連結キャッシュ・フローの状況（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）  

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

19年12月期第３四半期 1,878 372 △1,639 2,214

18年12月期第３四半期 326 △370 △293 2,022

18年12月期 △375 △433 50 1,603

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 20 00 20 00 40 00

19年12月期（実績） 20 00 －
40 00

19年12月期（予想） － 20 00
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３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日　～　平成19年12月31日）　【参考】

　　最近の業績動向を踏まえ、平成19年２月９日に公表しました業績予想を下記の通り修正しております。なお、詳細に

  つきましては、添付資料の３ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さ

　い。

 （％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 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 27,100 14.5 240 － 390 － 130 － 22 01

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　無

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１.平成19年２月９日に公表しました連結及び個別の業績予想は、連結個別ともに修正しております。

　 ２.上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び想定できる経済情勢、市場動向などを前提として

　　　作成したものであり、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

　　　なお、業績予想に関する事項は、添付資料の３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定

　　　性的情報をご参照下さい。
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【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

  当第３四半期（平成19年１月１日～平成19年９月30日）のわが国経済は、原油・原材料価格の高騰やサブプライム問

題に端を発した為替・株式相場の混乱などが見られた一方で、世界的な企業収益の拡大に伴い、設備投資の増加や雇用

環境の好転が見られるなど、緩やかな拡大基調で推移しました。

　当社グループを取り巻く環境装置機械業界は、民需においては設備投資の増加などから市況は回復傾向にあるものの、

官公需においては公共事業予算の縮減や計画の見直しなどから引き続き厳しい状況で推移しました。

　このような事業環境のもとで、当社グループは、①従来以上に民需を拡大させるため品揃えの拡充や販路の拡大を図

る、②売上の安定化を図るため消耗品分野やＯ＆Ｍ（オペレーション＆メンテナンス）事業の拡大を図る、③新製品の

開発スピードをアップするため開発テーマの絞込みを行うと共に他社及び外部研究機関との共同研究も推進することを

経営課題として取り組んでまいりました。

　これらの活動の結果、受注高は、官公需向けの水処理施設や民間の排水処理の分野で計画案件の延期や縮小が見られ

たことから157億54百万円（前年同期比20.6％減）となりました。

　売上高は、民需向けの大型バイオマスプラントや官公庁向けの中型脱臭プラントが完工したことなどから207億75百万

円（前年同期比16.3％増）となりました。

　営業利益は、市況の不透明感が続いていることを背景に経費節減に努めたこともあり、2億34百万円（前年同期営業損

失1億14百万円）となり、経常利益は不動産賃貸収入や投資有価証券の売却益などが加わったことなどから3億77百万円

（前年同期11百万円）となりました。

　当期純利益は、特別損失で投資有価証券の評価損が発生したものの、特別利益で保険金収入や有価証券の売却益など

が加わったことから1億68百万円（前年同期純損失12百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当四半期における総資産は199億17百万円となり、前連結会計年度比13億80百万円の増加となりました。現金及び預金、

受取手形及び売掛金等の増加により、流動資産が8億85百万円増加したことに加え、土地の取得、株式時価の上昇による

投資有価証券の増加等により固定資産が4億94百万円増加したことが主な要因であります。なお、純資産は54億99百万円

となり、自己資本比率は27.6%となり前連結会計年度に比べ2.8ポイント低下しております。

（キャッシュ・フローの状況）

　当四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は22億14百万円となり、前連結会計年度末と

比較して6億10百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、得られた資金は18億78百万円となりました。税金等調整前当四半期純利益4億15百万円の計上、売上

債権12億38百万円野の減少、たな卸資産2億85百万円の減少、仕入債務3億81百万円の増加等が主な増加要因であり、工

事損失引当金93百万円の減少、前受金6億25百万円の減少等が主な減少要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、得られた資金は3億72百万円となりました。投資有価証券の売却による収入18億83百万円、有形固定

資産の取得による支出2億32百万円、投資有価証券の取得による支出10億83百万円が主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は16億39百万円となりました。55万株の自己株式の取得による支出9億48百万円、短期

借入金の返済額4億78百万円、配当金の支払額2億42百万円が主な要因であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  最近の業績動向を踏まえ、平成19年２月９日に公表した平成19年12月期（平成19年１月１日～平成19年12月31日）の

業績予想を下記の通り修正しました。

 (1)通期業績予想値の修正（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

  ①連結業績                                                                                  (単位:百万円)

 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

 前回発表予想 (A) 29,200 1,100 1,200 670 112円30銭  

 今回修正予想 (B) 27,100 240 390 130 22円01銭  

 増 減 額 (B－A) △2,100 △860 △810 △540 －

 増  減  率 (％) △7.2 △78.2 △67.5 △80.6 －

 (ご参考)

 前期実績(平成18年12月期)
23,665 △119 21 △154 △ 24円34銭  
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  ②個別業績                                                                                  (単位:百万円)

 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

 前回発表予想 (A) 27,000 990 1,060 580 97円21銭  

 今回修正予想 (B) 25,100 350 510 320 54円18銭  

 増 減 額 (B－A) △1,900 △640 △550 △260 －

 増  減  率 (％) △7.0 △64.6 △51.9 △44.8 －

 (ご参考)

 前期実績(平成18年12月期)
22,088 △10 161 55 8円72銭  

 (2)修正の理由

・売上高について 

  (環境関連)

 　環境関連製品の製造・販売を手掛ける当セグメントにおいては、オゾンモニター、医療環境機器及びボエフ脱臭製

 品等に関しては、ほぼ計画通り推移すると見込まれるものの、民間工場向けの用水・排水処理装置や乾燥装置の分野

 で計画案件の延期等がありました。また、機能性素材「アスタキサンチン」についても、当初予定していた販売量に

 達しない見込みとなりました。

  (水処理関連)

　 上・下水道向けの設計・施工を手掛ける当セグメントにおいては、依然として公共予算の縮減や計画案件の規模縮

 小が見られる中、積極的に地方へ展開し、中・小型案件の獲得に努めているものの、計画を達成し得る十分な物件確

 保には至っておりません。

  (風水力冷熱機器等関連)

　 主にポンプ、ボイラー及び省エネ空調機器等などを商社として販売する当セグメントにおいては、オフィスビルや

 工場の新設及びリニューアル工事など民間の設備投資が総じて増加傾向にある中、ほぼ計画を達成できる見込みで

 す。

・営業利益について 

 　上記売上高の減少による売上総利益の減少に加え、民間工場向けの大型物件において原材料高や追加の試運転調整

 などによる支出がありました。これを受け、経費節減等販管費の圧縮をおこなっているものの売上総利益の減少をカ

 バーするには至らず、計画未達となる予定です。

・経常利益、当期純利益について 

   営業外損益及び特別損益については、現在のところ特筆すべき事項はありません。

 (3)配当金について

　期末配当予想額は前回予想どおりであります(平成20年３月下旬開催予定の第69期定時株主総会に付議予定)。

 中　間　期　末 期　　　　末 年　　　　間

前回予想(平成19年２月９日発表) 20円 20円 40円 

前期(平成18年12月期)実績 20円 20円 40円 

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）

　　　該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　　該当事項はありません。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　（有形固定資産及び賃貸用不動産の減価償却の方法の変更）

 　　法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産及び賃貸用不動産については、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。なお、この変更による影響は軽微であります。

荏原実業㈱　(6328) 平成 19 年 12 月期　第 3四半期財務・業績の概況

－ 4 －



５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成18年12月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成19年12月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成18年12月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

　現金及び預金 2,114 2,463 348  1,747

　受取手形及び
　売掛金 　

6,116 6,157 40  7,395

　たな卸資産 2,567 2,853 286  3,139

　繰延税金資産 298 287 △10  250

　その他 223 193 △30  307

　貸倒引当金 △1 △2 △0  △2

流動資産合計 11,318 11,952 634 5.6 12,838

Ⅱ　固定資産      

(1)有形固定資産 2,038 2,128 89 4.4 2,028

　建物及び構築物 1,871 1,912 40  1,879

　機械装置及び
　運搬具

186 211 25  197

　工具器具備品 325 346 20  334

　土地 811 1,004 193  811

　その他 21 5 △16  22

　減価償却累計額 △1,177 △1,350 △172  △1,216

(2)無形固定資産 35 28 △7 △22.0 32

(3)投資その他の
　資産 

6,416 5,807 △608 △9.5 6,397

　投資有価証券 2,351 1,845 △505  2,380

　保険積立金 1,712 1,797 84  1,731

　会員権 109 108 △1  －

　賃貸用不動産 835 811 △23  828

　繰延税金資産 833 737 △96  781

　その他 681 575 △106  745

　貸倒引当金 △107 △66 40  △70

固定資産合計 8,491 7,964 △526 △6.2 8,458

資産合計 19,809 19,917 108 0.6 21,297
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科目

前年同四半期末
（平成18年12月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成19年12月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成18年12月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

　支払手形及び
　買掛金

7,040 7,953 913  7,572

　短期借入金 1,984 1,654 △330  2,332

　未払法人税等 101 161 60  57

　未払消費税等 8 104 96  4

　前受金 1,860 1,969 108  2,595

　賞与引当金 268 291 23  146

　工事損失引当金 382 306 △75  400

　その他 379 528 148  461

流動負債合計 12,025 12,970 945 7.9 13,570

Ⅱ　固定負債      

　長期借入金 30 256 226  26

  退職給付引当金 566 528 △37  562

　役員退職慰労
　引当金 

563 590 27  574

　その他 83 71 △11  80

固定負債合計 1,243 1,446 203 16.4 1,243

負債合計 13,269 14,417 1,148 8.7 14,814

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　資本金 957 957 －  957

　資本剰余金 787 787 －  787

　利益剰余金 5,531 5,315 △215  5,389

　自己株式 △427 △1,376 △948  △427

株主資本合計 6,848 5,684 △1,164 △17.0 6,707

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券
評価差額金 

△358 △241 116  △279

為替換算調整勘定 43 56 13  52

評価・換算差額等
合計

△314 △184 129 41.3 △226

Ⅲ　少数株主持分 6 － △6 △100.0 3

純資産合計 6,540 5,499 △1,040 △15.9 6,483

負債、純資産合計 19,809 19,917 108 0.6 21,297
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成18年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成18年12月期）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 17,860 20,775 2,915 16.3 23,665

Ⅱ　売上原価 14,201 16,945 2,744 19.3 18,728

売上総利益 3,659 3,829 170 4.7 4,936

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

3,774 3,595 △178 △4.7 5,055

営業利益 △114 234 349 － △119

Ⅳ　営業外収益 183 213 29 16.1 248

　受取利息 5 5 0  7

　受取配当金 29 23 △6  33

　不動産賃貸収入 81 76 △4  104

　投資有価証券
　売却益

50 92 41  87

　その他 16 15 △1  15

Ⅴ　営業外費用 57 70 13 22.7 107

　支払利息 16 24 8  22

　不動産賃貸費用 35 37 1  46

　その他 5 9 3  38

経常利益 11 377 366 － 21
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科目

前年同四半期
（平成18年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成18年12月期）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅵ　特別利益 187 59 △127 △68.0 210

　固定資産売却益 6 － △6  6

　投資有価証券
　売却益

30 31 0  30

　会員権売却益 － 3 3  23

　貸倒引当金
　戻入益 

4 2 △2  4

　保険金収入 145 21 △123  145

Ⅶ　特別損失 100 21 △78 △78.6 277

　投資有価証券
　評価損

77 21 △55  210

　固定資産処分損 4 0 △3  8

　減損損失 18 － △18  18

　労災補償金 － － －  40

税金等調整前四半期
（当期）純利益

98 415 317 323.0 △45

法人税、住民税
及び事業税

204 269 64 31.3 159

法人税等調整額 △89 △18 71 79.4 △43

少数株主損失 4 3 △1 △25.0 7

四半期（当期）
純利益

△12 168 181 － △154

荏原実業㈱　(6328) 平成 19 年 12 月期　第 3四半期財務・業績の概況

－ 8 －



(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 5,862 △427 7,180

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △253 － △253

利益処分による役員賞与 － － △65 － △65

四半期純利益 － － △12 － △12

自己株式の取得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の第３四半期中
の変動額（純額）

－ － － － －

第３四半期中の変動額合計（百万円） － － △331 △0 △331

平成18年９月30日　残高  （百万円） 957 787 5,531 △427 6,848

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成17年12月31日　残高　　（百万円） 32 33 66 10 7,256

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － △253

利益処分による役員賞与 － － － － △65

四半期純利益 － － － － △12

自己株式の取得 － － － － △0

株主資本以外の項目の第３四半期中
の変動額（純額）

△391 9 △381 △4 △385

第３四半期中の変動額合計（百万円） △391 9 △381 △4 △716

平成18年９月30日　残高　（百万円） △358 43 △314 6 6,540
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高　（百万円） 957 787 5,389 △427 6,707

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △242 － △242

利益処分による役員賞与 － － － － －

四半期純利益 － － 168 － 168

自己株式の取得 － － － △948 △948

株主資本以外の項目の第３四半期中
の変動額（純額）

－ － － － －

第３四半期中の変動額合計（百万円） － － △74 △948 △1,022

平成19年９月30日　残高　（百万円） 957 787 5,315 △1,376 5,684

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成18年12月31日　残高　（百万円） △279 52 △226 3 6,483

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － △242

利益処分による役員賞与 － － － － －

四半期純利益 － － － － 168

自己株式の取得 － － － － △948

株主資本以外の項目の第３四半期中
の変動額（純額）

37 4 42 △3 38

第３四半期中の変動額合計（百万円） 37 4 42 △3 △983

平成19年９月30日　残高　（百万円） △241 56 △184 － 5,499
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(参考)前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 5,862 △427 7,180

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △253 － △253

利益処分による役員賞与 － － △65 － △65

当期純利益 － － △154 － △154

自己株式の取得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の　　　　　　
連結会計年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計（百万円） － － △472 △0 △472

平成18年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 5,389 △427 6,707

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成17年12月31日　残高　　（百万円） 32 33 66 10 7,256

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △253

利益処分による役員賞与 － － － － △65

当期純利益 － － － － △154

自己株式の取得 － － － － △0

株主資本以外の項目の　　　　　　
連結会計年度中の変動額（純額）

△312 18 △293 △6 △300

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △312 18 △293 △6 △773

平成18年12月31日　残高　　（百万円） △279 52 △226 3 6,483
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成18年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成18年12月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期(当期)純利益 98 415 △45

減価償却費 159 163 215

減損損失 18 － 18

貸倒引当金の増減額(減少:△) △4 △3 △11

賞与引当金の増減額(減少:△)  131 145 8

退職給付引当金の増減額(減少:△)  △13 △34 △17

役員退職慰労引当金の増減額
(減少:△) 

34 16 45

工事損失引当金の増減額(減少:△) 149 △93 167

受取利息及び受取配当金 △35 △29 △41

会員権売却益 － △3 △23

投資有価証券売却益 △81 △123 △118

固定資産売却益 △6 － △6

保険金収入 △145 △21 △145

支払利息 16 24 22

固定資産処分損 4 0 8

投資有価証券評価損 77 21 210

労災補償金 － － 40

売上債権の増減額(増加:△) 2,203 1,238 924

たな卸資産の増減額(増加:△) △1,006 285 △1,579

仕入債務の増減額(減少:△)  △839 381 △307

前受金の増減額(減少:△)  337 △625 1,072

未収・未払消費税等の増減額
(減少:△)   

△226 159 △249

役員賞与の支払 △65 － △65

その他 △80 121 △60

小計 726 2,036 63

利息及び配当金の受取額 34 29 41

利息等の支払額 △16 △23 △23

労災補償金の支払額 － － △40

法人税等の支払額 △418 △164 △416

営業活動によるキャッシュ・フロー 326 1,878 △375

荏原実業㈱　(6328) 平成 19 年 12 月期　第 3四半期財務・業績の概況

－ 12 －



前年同四半期
（平成18年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成18年12月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △200 △20 △200

拘束性預金の増減額(増加:△)  △28 △83 △82

有形固定資産の取得による支出 △93 △232 △139

無形固定資産の取得による支出 △1 △1 △3

投資有価証券の取得による支出 △919 △1,083 △1,247

有形固定資産の売却による収入 48 － 48

投資有価証券の売却による収入 831 1,883 1,164

会員権の売却による収入 － 5 30

保険金受取による収入 212 32 212

その他 △217 △128 △215

投資活動によるキャッシュ・フロー △370 372 △433

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金純増減額(減少:△)   △20 △478 328

長期借入による収入 － 50 －

長期借入金の返済による支出 △20 △20 △24

自己株式の取得による支出 △0 △948 △0

配当金の支払額 △253 △242 △253

財務活動によるキャッシュ・フロー △293 △1,639 50

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 
  　(減少:△)  

△337 610 △756

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,359 1,603 2,359

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　四半期(期末)残高

2,022 2,214 1,603
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(5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成18年12月期第３四半期）

環境関連
（百万円）

水処理関連
（百万円）

風水力冷熱
機器等関連
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業利益       

　売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 4,234 5,745 7,879 17,860 － 17,860

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 4,234 5,745 7,879 17,860 － 17,860

営業費用 4,588 5,289 7,609 17,487 487 17,975

営業利益又は営業損失(△) △354 456 270 372 △487 △114

当四半期（平成19年12月期第３四半期）

環境関連
（百万円）

水処理関連
（百万円）

風水力冷熱
機器等関連
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業利益       

　売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 6,347 5,939 8,489 20,775 － 20,775

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 6,347 5,939 8,489 20,775 － 20,775

営業費用 6,570 5,556 7,988 20,114 427 20,541

営業利益又は営業損失(△) △222 383 501 661 △427 234

（参考）前期（平成18年12月期）

環境関連
（百万円）

水処理関連
（百万円）

風水力冷熱
機器等関連
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業利益       

　売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 5,524 7,591 10,548 23,665 － 23,665

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 5,524 7,591 10,548 23,665 － 23,665

営業費用 5,901 7,027 10,243 23,172 612 23,784

営業利益又は営業損失(△) △376 564 305 492 △612 △119
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(6）四半期受注・販売実績

 　①受注状況

 (単位:百万円)

前年同四半期
(平成18年12月期
　第３四半期)

当四半期
(平成19年12月期
　第３四半期)

(参考)前期
(平成18年12月期)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

環境関連 5,775 4,633 3,446 2,674 8,007 5,575

水処理関連 5,508 5,515 4,272 5,310 8,816 6,977

風水力冷熱機器等関連 8,569 3,928 8,035 3,198 10,961 3,652

合計 19,853 14,076 15,754 11,183 27,785 16,204

 　②販売実績

 (単位:百万円)

前年同四半期
(平成18年12月期
　第３四半期)

当四半期
(平成19年12月期
　第３四半期)

(参考)前期
(平成18年12月期)

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

環境関連 4,234 23.7 6,347 30.6 5,524 23.3

水処理関連 5,745 32.2 5,939 28.6 7,591 32.1

風水力冷熱機器等関連 7,879 44.1 8,489 40.8 10,548 44.6

合計 17,860 100.0 20,775 100.0 23,665 100.0
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