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１．平成20年12月期第１四半期の連結業績（平成20年１月１日　～　平成20年３月31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 ％

20年12月期第１四半期 9,173 △20.8 816 △18.1 821 △24.2 50 △92.2

19年12月期第１四半期 11,585 27.7 996 12.4 1,084 17.1 643 6.6

19年12月期 27,208 － 121 － 293 － △304 －

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

20年12月期第１四半期 8 65 － －

19年12月期第１四半期 104 68 － －

19年12月期 △51 75 － －

(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

20年12月期第１四半期 21,224 5,075 23.9 877 13

19年12月期第１四半期 26,146 6,179 23.6 1,067 66

19年12月期 19,531 4,832 24.7 835 01

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

20年12月期第１四半期 △674 17 76 672

19年12月期第１四半期 930 767 △1,461 1,839

19年12月期 1,031 314 △1,693 1,256

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

19年12月期第１四半期 － －

20年12月期第１四半期 － －
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３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）　【参考】

　　第１四半期の業績はほぼ予定通り推移しており、平成20年２月7日に公表しました業績予想の見直しは行っておりま

　せん。

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 14,000 △14.1 350 △38.5 390 △43.7 200 △45.3 34 56

通期 25,000 △8.1 660 445.0 740 152.7 400 － 69 12

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　　　　　　　　　　　　：　無

（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。

５．個別業績の概要（平成20年１月１日　～　平成20年３月31日）　【参考】

(1）個別経営成績 （％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 ％

20年12月期第１四半期 8,491 △22.9 787 △20.0 868 △21.1 138 △80.1

19年12月期第１四半期 11,007 27.8 984 10.3 1,100 13.2 696 3.9

19年12月期 25,399 － 250 － 443 － △986 －

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

20年12月期第１四半期 23 97 － －

19年12月期第１四半期 113 23 － －

19年12月期 △167 83 － －

(2）個別財政状態  

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

20年12月期第１四半期 19,880 4,767 24.0 823 90

19年12月期第１四半期 25,488 6,525 25.6 1,127 56

19年12月期 18,120 4,438 24.5 767 05

６．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）　【参考】

　　第１四半期の業績はほぼ予定通り推移しており、平成20年２月7日に公表しました業績予想の見直しは行っておりま

　せん。

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 13,000 △15.0 340 △48.0 410 △49.0 240 △53.8 41 47

通期 23,000 △9.4 600 139.1 700 57.7 390 － 67 39

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　  　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４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1四半期（平成20年1月1日～平成20年3月31日）のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した各

種市場の変動や原材料価格の高騰などに加え、政局の不安定要因などもあり、総じて低調に推移しました。当社を取り

巻く環境装置機械業界においても、公共事業予算の縮減や競争の激化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、当社グループは、①ボエフ脱臭剤及びEKOフィルターを中心とした「消耗品・消耗剤」の

拡販により、利益率の向上及び安定収益の確保に努める。②韓国からの輸入商材であるKターボブロワを中心とした「省

エネ関連機器」の拡販を行う。③従来の排水処理分野のみならず、需要が拡大している用水処理分野における研究開発、

製品の拡販に努める。④機械や装置の単品売りにとどまらず、オペレーション＆メンテナンスまで事業領域を拡大し、

安定収益に結びつける。⑤国内・海外を問わず、他社との共同研究や製品導入を積極的に行う、などを注力課題として

取り組んでおります。

　これらの活動の結果、当第1四半期の受注高は57億57百万円（前年同期比8.6％増）、売上高は91億73百万円（前年同

期比20.8％減）、営業利益は8億16百万円（前年同期比18.1％増）、経常利益は8億21百万円（前年同期比24.2％減）と

なりました。

　また、当期（四半期）純利益は、保有有価証券の一部について6億89百万円の評価損を特別損失として計上したことか

ら50百万円（前年同期比92.2％減）となりました。

　第1四半期のセグメント別営業状況は次のとおりであります。

(1) 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は、浄水場における高度処理などに使用される「オゾンモニター」

や物品の運送時に緩衝材として使用される「バイオマス・プラスチック」などの販売が堅調に推移したものの、下水処

理場向けの脱臭剤として使用される「ボエフ」や機能性素材「アスタキサンチン」の販売が伸び悩みました。また、前

期に約19億円の「バイオマス・プラント」が完工したことなどから前期比では大きく減少しました。

　これらの結果、当セグメントの受注高は9億49百万円（前年同期比4.7％減）、売上高は18億92百万円（前年同期比

55.5％減）となりました。

(2) 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は、公共予算の縮減を受け、引き続き厳しい事業環境におかれ

ている中、案件獲得の施策として地方中小都市への地域密着営業の強化、利益率の高い中・小型物件の獲得、積算部門

の強化などに注力しました。

　これらの結果、当セグメントの受注高は18億67百万円（前年同期比72.7％増）、売上高は41億52百万円（前年同期比

7.0％増）となりました。

(3) 風水力冷熱機器等関連

　主にポンプ、ボイラー、省エネ空調機器などを商社として販売する当セグメントは、従来品に比べ省エネ効率の高い

「Kターボブロワ」の販売については民間工場を中心に堅調に推移したものの、オフィスビルや商業施設向けのポンプや

ボイラーについては、建築基準法の改正による着工遅れなどの影響もあり販売が伸び悩みました。

　これらの結果、当セグメントの受注高は29億40百万円（前年同期比8.7％減）となり、売上高は31億27百万円（前年同

期比9.4％減）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、212億24百万円となり、前連結会計年度に比べ16億93百万円増加しました。現金及びび預

金、たな卸資産、投資有価証券等は減少しましたが、受取手形及び売掛金が27億71百万円増加した等により、流動資産

が20億88百万円増加したことにより総資産全体では、16億93百万円の増加となりました。

　負債については、前受金が7億94百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が19億49百万円増加したことに加え借入

金が1億92百万円増加したこと等により負債全体では、前連結会計年度に比べ14億49百万円増加しております。

  なお、純資産は50億75百万円となり、自己資本比率は23.9%と当四半期において0.8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6億72百万円となり、前連結会計年度末と比

較して5億83百万円の減少となりました。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、使用した資金は6億74百万円となりました。売上債権27億71百万円の増加、前受金7億84百万円の減

少等が主な減少要因であり、税金等調整前当四半期純利益1億46百万円の計上、仕入債務19億49百万円の増加、たな卸資

産3億68百万円の減少、投資有価証券評価損6億89百万円の計上等が主な増加要因であります。

（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17百万円となりました。投資有価証券の売却による収入3億10百万円、拘束性預金83
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百万円の払出しによる収入が主な増加要因であり、投資有価証券の取得による支出2億43百万円、有形固定資産の取得に

よる支出19百万円等が主な減少要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　配当金として1億15百万円を支払いましたが、短期借入金が2億円増加したことにより、財務活動によるキャッシュ・

フローは76百万円となりました。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年12月期の業績見通しにつきましては、当第１四半期において保有有価証券の一部について6億89百万円の評価

損を計上しましたが、現時点においては、平成20年2月7日発表の業績予想値から変更しておりません。原油・原材料価

格の高騰やサブプライムローン問題が未だ終息を迎えていないことなどから国内経済は不安定要因をかかえたまま推移

しており、今後の株式市場の動向等によっては、これらの保有株式が平成20年12月期の中間及び通期の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

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

　　　該当事項はありません。
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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19年12月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年12月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19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 1,949 776 △1,173  1,423

　受取手形及び
　売掛金 　

12,976 10,385 △2,590  7,614

　たな卸資産 2,784 2,284 △500  2,658

　繰延税金資産 252 224 △27  181

　その他 198 445 246  150

　貸倒引当金 △1 △2 △0  △2

流動資産合計 18,159 14,114 △4,045 △22.3 12,026

Ⅱ　固定資産      

(1)有形固定資産 2,000 1,803 △197 △9.9 1,804

　建物及び構築物 1,904 1,728 △175  1,732

　機械装置及び
　運搬具

199 113 △85  108

　工具器具備品 343 334 △9  346

　土地 811 1,004 193  1,004

　その他 3 7 3  0

　減価償却累計額 △1,261 △1,385 △123  △1,387

(2)無形固定資産 31 25 △6 △19.6 25

(3)投資その他の
　資産 

5,954 5,281 △672 △11.3 5,676

　投資有価証券 1,947 1,274 △672  1,496

　保険積立金 1,768 1,872 103  1,812

　賃貸用不動産 823 803 △19  809

　繰延税金資産 732 582 △150  844

　その他 749 806 57  774

　貸倒引当金 △66 △57 8  △60

固定資産合計 7,986 7,110 △876 △11.0 7,505

資産合計 26,146 21,224 △4,921 △18.9 19,531
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科目

前年同四半期末
（平成19年12月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年12月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19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

12,779 10,238 △2,540  8,289

　短期借入金 1,954 1,798 △156  1,604

　未払法人税等 521 41 △480  78

　未払消費税等 103 103 △0  124

　前受金 2,308 1,475 △832  2,269

　賞与引当金 291 234 △57  117

　工事損失引当金 287 236 △51  242

　その他 495 699 204  532

流動負債合計 18,740 14,826 △3,913 △20.9 13,259

Ⅱ　固定負債      

　長期借入金 18 250 232  252

  退職給付引当金 559 514 △44  518

　役員退職慰労
　引当金 

571 490 △81  599

　その他 77 67 △10  69

固定負債合計 1,226 1,322 95 7.8 1,440

負債合計 19,966 16,148 △3,818 △19.1 14,699

（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 5,906 4,777 △1,129  4,843

　自己株式 △1,376 △1,376 △0  △1,376

株主資本合計 6,275 5,146 △1,129 △18.0 5,211

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券
評価差額金 

△149 △132 17  △438

為替換算調整勘定 52 61 9  58

評価・換算差額等
合計

△96 △70 26 27.5 △379

Ⅲ　少数株主持分 0 － △0 △100.0 －

純資産合計 6,179 5,075 △1,103 △17.9 4,832

負債、純資産合計 26,146 21,224 △4,921 △18.8 19,531
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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19年12月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

増減
（参考）前期

（平成19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 11,585 9,173 △2,411 △20.8 27,208

Ⅱ　売上原価 9,353 7,215 △2,138 △22.9 22,283

売上総利益 2,231 1,958 △273 △12.3 4,924

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

1,235 1,141 △93 △7.6 4,803

営業利益 996 816 △179 △18.1 121

Ⅳ　営業外収益 111 41 △70 △63.1 266

　受取利息 1 2   6

　受取配当金 2 0   30

　有価証券利息 － 0   1

　不動産賃貸収入 28 27   98

　投資有価証券
　売却益

70 6   107

　その他 8 3   21

Ⅴ　営業外費用 23 35 11 48.5 94

　支払利息 9 11   29

　不動産賃貸費用 11 11   47

　保険解約損 － －   11

　その他 2 12   5

経常利益 1,084 821 △262 △24.2 293
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科目

前年同四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

増減
（参考）前期

（平成19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 50 14 △36 △71.5 56

　投資有価証券
　売却益

24 12   30

　会員権売却益 － －   3

　貸倒引当金
　戻入益 

4 2   0

　保険金収入 21 －   21

Ⅶ　特別損失 2 689 687 － 359

　投資有価証券
　評価損

2 689   35

　固定資産処分損 － －   1

　減損損失 － －   321

　会員権売却損 － －   0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

1,132 146 △985 △87.1 △9

法人税、住民税
及び事業税

532 87 △444 △83.5 182

法人税等調整額 △41 8 50 － 115

少数株主損失 2 － △2 △100.0 3

四半期（当期）
純利益

643 50 △593 △92.2 △304
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３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18年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 5,389 △427 6,707

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △126 － △126

四半期純利益 － － 643 － 643

自己株式の取得 － － － △948 △948

株主資本以外の項目の第１四半期中
の変動額（純額）

－ － － － －

第１四半期中の変動額合計（百万円） － － 516 － △431

平成19年３月31日　残高  （百万円） 957 787 5,906 △1,376 6,275

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１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － △126

四半期純利益 － － － － 643

自己株式の取得 － － － － △948

株主資本以外の項目の第１四半期中
の変動額（純額）

129 0 130 △2 127

第１四半期中の変動額合計（百万円） 129 0 130 △2 △304

平成19年３月31日　残高　（百万円） △149 52 △96 0 6,179
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当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３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19年12月31日　残高　（百万円） 957 787 4,843 △1,376 5,211

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △115 － △115

四半期純利益 － － 50 － 50

自己株式の取得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の第１四半期中
の変動額（純額）

－ － － － －

第１四半期中の変動額合計（百万円） － － △65 △0 △65

平成20年３月31日　残高　（百万円） 957 787 4,777 △1,376 5,146

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19年12月31日　残高　（百万円） △438 58 △379 － 4,832

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － △115

四半期純利益 － － － － 50

自己株式の取得 － － － － △0

株主資本以外の項目の第１四半期中
の変動額（純額）

306 3 309 － 309

第１四半期中の変動額合計（百万円） 306 3 309 － 243

平成20年３月31日　残高　（百万円） △132 61 △70 － 5,075
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(参考)前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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18年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 5,389 △427 6,707

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △242 － △242

当期純利益 － － △304 － △304

自己株式の取得 － － － △948 △948

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） － － △546 △948 △1,495

平成19年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 4,843 △1,376 5,211

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △242

当期純利益 － － － － △304

自己株式の取得 － － － － △948

株主資本以外の項目の　　　　　　
連結会計年度中の変動額（純額）

△158 5 △152 △3 △155

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △158 5 △152 △3 △1,651

平成19年12月31日　残高　　（百万円） △438 58 △379 － 4,832
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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19年12月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成19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 1,132 146 △9

減価償却費 54 26 213

減損損失 － － 321

貸倒引当金の増減額(減少:△) △34 △2 △10

賞与引当金の増減額(減少:△)  144 116 △28

退職給付引当金の増減額(減少:△)  △3 △28 △44

役員退職慰労引当金の増減額
(減少:△) 

△2 △84 25

工事損失引当金の増減額(減少:△) △112 △5 △158

受取利息及び受取配当金 △4 △2 △37

会員権売却益 － － △3

投資有価証券売却益 △94 △18 △137

保険金収入 △21 － △21

支払利息 9 11 29

固定資産処分損 － － 1

投資有価証券評価損 2 689 35

売上債権の増減額(増加:△) △5,580 △2,771 △218

たな卸資産の増減額(増加:△) 354 368 481

仕入債務の増減額(減少:△)  5,206 1,949 716

前受金の増減額(減少:△)  △286 △784 △326

未収・未払消費税等の増減額
(減少:△)   

158 △17 178

その他 81 △146 192

小計 1,003 △554 1,200

利息及び配当金の受取額 4 1 36

利息等の支払額 △8 △10 △30

法人税等の支払額 △68 △110 △175

営業活動によるキャッシュ・フロー 930 △674 1,031
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前年同四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成19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 － △20 －

拘束性預金の増減額(増加:△)  34 83 △21

会員権の取得による支出 △8 － －

有形固定資産の取得による支出 △16 △19 △268

無形固定資産の取得による支出 △1 － △1

投資有価証券の取得による支出 △522 △243 △1,297

投資有価証券の売却による収入 1,231 310 2,014

保険金受取による収入 32 － 32

その他 18 △93 △142

投資活動によるキャッシュ・フロー 767 17 314

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:△)   △378 200 △528

長期借入による収入 － － 50

長期借入金の返済による支出 △8 △8 △24

自己株式の取得による支出 △948 △0 △948

配当金の支払額 △126 △115 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,461 76 △1,693

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △1 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 
  　(減少:△)  

235 △583 △347

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,603 1,256 1,603

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　四半期(期末)残高

1,839 672 1,256
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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19年12月期第１四半期）

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 4,254 3,880 3,450 11,585 － 11,585

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 4,254 3,880 3,450 11,585 － 11,585

営業費用 3,995 3,238 3,194 10,428 159 10,588

営業利益又は営業損失(△) 259 641 255 1,156 △159 996

当四半期（平成20年12月期第１四半期）

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 1,892 4,152 3,127 9,173 － 9,173

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 1,892 4,152 3,127 9,173 － 9,173

営業費用 1,784 3,512 2,914 8,210 146 8,357

営業利益又は営業損失(△) 108 640 213 962 △146 816

（参考）前期（平成19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 8,366 7,793 11,048 27,208 － 27,208

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 8,366 7,793 11,048 27,208 － 27,208

営業費用 8,840 7,072 10,579 26,493 594 27,087

営業利益又は営業損失(△) △474 720 468 715 △594 121
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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19年12月期
　第１四半期)

当四半期
(平成20年12月期
　第１四半期)

(参考)前期
(平成19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 996 2,317 949 1,923 5,657 2,866

水処理関連 1,081 4,178 1,867 4,814 7,916 7,100

風水力冷熱機器等関連 3,220 3,422 2,940 3,270 10,854 3,457

合計 5,299 9,918 5,757 10,008 24,427 13,424

②販売実績                                                                                  (単位:百万円)

前年同四半期
(平成19年12月期
　第１四半期)

当四半期
(平成20年12月期
　第１四半期)

(参考)前期
(平成19年12月期)

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

環境関連 4,254 36.7 1,892 20.6 8,366 30.8

水処理関連 3,880 33.5 4,152 45.3 7,793 28.6

風水力冷熱機器等関連 3,450 29.8 3,127 34.1 11,048 40.6

合計 11,585 100.0 9,173 100.0 27,208 100.0
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