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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 4,151 ― △14 ― 18 ― 34 ―
20年3月期第1四半期 4,226 ― △148 ― △131 ― △81 ―

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

21年3月期第1四半期 2.68 ―
20年3月期第1四半期 △6.35 ―

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

21年3月期第1四半期 17,901 8,658 48.4 677.64
20年3月期 19,789 8,951 45.2 700.56

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,658百万円 20年3月期  8,951百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 18.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 18.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 9,980 ― △40 ― △20 ― △10 ― △0.78
通期 29,800 5.2 1,100 △21.1 1,150 △21.1 650 △23.6 50.87

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  

[詳細は、３頁【定性的情報・財務情報等】 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） 

[詳細は、３頁【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．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情報に基づいており、実際の業績
等は今後様々な要因により大きく変わる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３頁【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」
をご覧ください。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  12,780,000株 20年3月期  12,780,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,777株 20年3月期  2,777株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  12,777,223株 20年3月期第1四半期  12,778,501株



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の停滞や急速な円高に伴う輸出の鈍化、原油価格や

資材価格の上昇、株価の低迷と企業の設備投資削減などの影響により、景気後退の様相を呈してまいりました。

建設業界におきましても、公共・民間とも設備投資は、総じて低調に推移致しました。

このような環境のもと、当第１四半期連結会計期間における当企業集団の売上高は 4,151百万円（前年同期比 

1.8％減）となりました。

損益面では、海外向けの大型工事案件が売上利益を増加させたなどにより、営業損益は、前年同期 148百万円の

営業損失から 134百万円増加の 14百万円の営業損失となりました。これに伴い、経常損益は、前年同期 131百万

円の経常損失から 149百万円増加し、経常利益 18百万円となりました。

また、四半期純損益につきましても、前年同期 81百万円の四半期純損失から、四半期純利益 34百万円へと好転

しました。

セグメント別の業績は以下のとおりです。

（１）事業の種類別セグメント

・エンジニアリング事業

売上高は 3,329百万円（前年同期比 1.4％増）と前年同期並みでしたが、非鉄金属分野及び金属加工分野に

おける海外向け大型工事案件の完成によって売上利益が増加したことなどにより、営業利益は 220百万円（前

年同期比 442.4％増）となり大幅な増加となりました。

・パイプ事業

売上高は、第２四半期以降への完成時期のずれ込みなどの影響により、214百万円（前年同期比 42.5％減）

となりました。

また、営業損益は 145百万円の営業損失（前年同期比 20.7％損失増）となりました。

・兼業事業

各種プラント予備品の売上高が減少したことなどにより、売上高は 666百万円（前年同期比 5.2％減）、営

業利益は 48百万円（前年同期比 37.4％減）となりました。

（２）所在地別のセグメント

・日本

エンジニアリング事業の売上高は前年同期並みでしたが、パイプ事業と兼業事業の減少により、売上高は 

3,724百万円（前年同期比 6.1％減）となりました。

一方、営業利益は、エンジニアリング事業の海外案件大型工事利益が貢献したことなどにより 65百万円（前

年同期は営業損失 33百万円）となりました。

・その他の地域

台湾子会社の売上高増加などにより、売上高は 559百万円（前年同期比 65.3％増）、営業利益は 57百万円

（前年同期比 87.3％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間における資産は、受取手形・完成工事未収入金等が、前連結会計年度より 4,655百万

円減少しました。一方で、未成工事支出金が 1,376百万円増加し、預け金が 1,300百万円増加しましたが、受取手

形・完成工事未収入金等の減少による影響が大きく、資産は、前連結会計年度より 1,888百万円減少の 17,901百

万円となりました。

負債は、主に、支払手形・工事未払金等が 1,907百万円減少したことにより、1,595百万円減少の 9,243百万円

となり、また、純資産は、配当金の支払 229百万円、為替換算調整勘定の減少 110百万円などの要因により、292

百万円減少の 8,658百万円となりました。

この結果、自己資本比率は 48.4％となりました。

なお、当第１四半期連結会計期間末において、借入金等の有利子負債はありません。
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（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローが 1,562百万円の資金の流入となり、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・フローがそれぞれ 16百万円、212百万円の資金の流出となりました。

これに現金及び現金同等物に係る換算差額 53百万円を減算した結果、資金は 1,279百万円の増加となり、当第

１四半期末の残高は 4,360百万円となりました。

当第１四半期連結会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とおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間は、売上債権の減少による資金の増加 4,646百万円が主な資金増加要因となりま

した。一方では、未成工事支出金の増加に伴う資金の減少 1,402百万円、仕入債務の増加に伴う資金の減少 

1,895百万円などがあり、最終的に営業活動によるキャッシュ・フローは 1,562百万円の資金の流入（前年同

期比 87.0％収入増）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の流出は 16百万円（前年同期比 62.8％支出減）となりました。

　この主な流出は、有形固定資産の取得による支出 16百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の流出は 212百万円（前年同期比 10.4％支出増）となりました。

　この流出は、配当金の支払 207百万円、リース債務の返済による支出 5百万円であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月14日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想から変更ありませ

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）

　該当事項はありません。

（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

１．簡便な会計処理　

　　(イ)一般債権の貸倒見積額の算定方法

　貸倒実績等が前連結会計年度末に算定したものと著しく変動していないと考えられるため、前連結会

計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する

方法によっております。

　　(ロ)棚卸資産の評価方法

　棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高にその後の帳簿記録に

基づく受入高および払出高を加減算することにより、四半期会計期間末における棚卸高を算定する方法

によっております。

　　(ハ)固定資産の減価償却費の算定方法

　連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により、四半期会計期間又は期首からの累計

期間の減価償却費として計上しております。

　　(ニ)退職給付費用の算定方法

　四半期会計期間に負担させるべき退職給付費用は、期首において算定した退職給付債務に係る当連結

会計年度の退職給付費用を期間按分する方法によっております。

　　(ホ)繰延税金資産の回収可能性の判断

　経営環境に著しい変化がない場合、一時差異の発生状況について前連結会計年度末から著しい変化が

ない場合は前連結会計年度の将来の予測、タックス・プランニングを利用する方法によっております。
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２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　

　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、住民税及び事業税に含めて表示しております。

（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

１．会計処理基準の原則　

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．会計処理基準に関する事項の変更　

　　(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　従来、パイプ事業の材料については、後入先出法による原価法によっておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より、棚卸資産の受払に連動した合理的な評価方法とするため、ならびに「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、総平均

法による原価法により算定しております。

　この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 

1,267千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

　また、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、原価法によっておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げ

の方法）により算定しております。

　この変更による影響額はありません。

　  (ロ)「連結財務諸表作成における在外子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、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　この変更による影響額はありません。

　　(ハ)リース資産に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期財務諸表から適用

することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用

し、通常の売買処理に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　この変更による影響額はありません。
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,218,853 1,276,374

受取手形・完成工事未収入金等 3,940,536 8,596,236

未成工事支出金 5,831,435 4,455,369

材料貯蔵品 370,157 347,371

商品 59,799 58,110

製品 117,576 132,182

預け金 3,463,873 2,163,000

繰延税金資産 357,010 339,724

その他 171,881 68,558

貸倒引当金 △11,203 △19,752

流動資産合計 15,519,921 17,417,174

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 415,834 415,234

機械・運搬具 1,975,879 1,968,324

工具器具・備品 872,448 870,370

土地 1,099,000 1,099,000

リース資産 47,643 －

減価償却累計額 △2,769,977 △2,735,115

有形固定資産計 1,640,828 1,617,814

無形固定資産   

のれん 76,740 83,135

ソフトウエア 39,040 43,265

その他 8,501 8,519

無形固定資産計 124,281 134,920

投資その他の資産   

投資有価証券 79,445 79,932

繰延税金資産 307,029 305,239

その他 246,588 250,793

貸倒引当金 △16,225 △15,925

投資その他の資産計 616,838 620,039

固定資産合計 2,381,948 2,372,774

資産合計 17,901,870 19,789,949



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,016,431 6,923,644

未払法人税等 34,242 429,498

未成工事受入金 2,030,781 1,573,557

賞与引当金 203,000 393,000

役員賞与引当金 － 28,000

完成工事補償引当金 160,000 183,000

工事損失引当金 35,600 30,700

リース債務 21,334 －

その他 739,991 320,598

流動負債合計 8,241,380 9,881,998

固定負債   

退職給付引当金 917,671 868,925

役員退職慰労引当金 43,935 70,332

繰延税金負債 228 250

リース債務 20,894 －

その他 19,362 17,263

固定負債合計 1,002,091 956,771

負債合計 9,243,472 10,838,769

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,085,350 1,085,350

資本剰余金 684,400 684,400

利益剰余金 7,075,392 7,271,124

自己株式 △1,769 △1,769

株主資本合計 8,843,372 9,039,104

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △8,320 △21,976

為替換算調整勘定 △176,654 △65,949

評価・換算差額等合計 △184,975 △87,925

純資産合計 8,658,397 8,951,179

負債純資産合計 17,901,870 19,789,949



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  

完成工事高 3,543,195

兼業事業売上高 608,415

売上高合計 4,151,611

売上原価  

完成工事原価 3,008,807

兼業事業売上原価 525,704

売上原価合計 3,534,511

売上総利益  

完成工事総利益 534,388

兼業事業総利益 82,710

売上総利益合計 617,099

販売費及び一般管理費 631,305

営業損失（△） △14,205

営業外収益  

受取利息 13,587

持分法による投資利益 12,835

為替差益 6,802

雑収入 2,434

営業外収益合計 35,659

営業外費用  

支払利息 22

手形売却損 2,024

雑支出 747

営業外費用合計 2,794

経常利益 18,658

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,300

特別利益合計 8,300

特別損失  

固定資産除却損 17

貸倒引当金繰入額 300

会員権評価損 4,618

特別損失合計 4,935

税金等調整前四半期純利益 22,022

法人税、住民税及び事業税 △12,234

法人税等合計 △12,234

四半期純利益 34,257



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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利益 22,022

減価償却費 40,554

のれん償却額 6,395

固定資産除却損 17

保険返戻金 △20

会員権評価損 4,618

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,147

賞与引当金の増減額（△は減少） △190,000

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △23,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 4,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,745

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,397

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,000

受取利息及び受取配当金 △13,587

支払利息 22

為替差損益（△は益） △3,394

持分法による投資損益（△は益） △12,835

売上債権の増減額（△は増加） 4,646,455

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,402,073

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,868

仕入債務の増減額（△は減少） △1,895,675

未成工事受入金の増減額（△は減少） 477,165

その他の流動資産の増減額（△は増加） △97,953

その他の流動負債の増減額（△は減少） 409,430

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,000

小計 1,950,373

利息及び配当金の受取額 13,594

利息の支払額 △22

法人税等の支払額 △401,930

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,562,015

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △16,945

投資その他の資産の増減額（△は増加） 936

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,008

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △207,323

リース債務の返済による支出 △5,415

財務活動によるキャッシュ・フロー △212,738

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,279,880

現金及び現金同等物の期首残高 3,080,948

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,360,828



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

エンジニア
リング事業
（千円）

パイプ事業
（千円）

兼業事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,329,549 213,646 608,415 4,151,611 － 4,151,611

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
300 1,340 58,311 59,951 (59,951) －

計 3,329,849 214,986 666,727 4,211,563 (59,951) 4,151,611

営業利益又は営業損失 220,192 (145,669) 48,694 123,216 (137,422) (14,205)

　（注）１．事業区分の方法

事業は、事業種類の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

事業区分 事業内容

エンジニアリング事業
各種産業設備、施設の総合的計画・設計・建設・運転・保守管理及びコンサルティン

グ等を行うエンジニアリング業

パイプ事業
パイプ（複合ポリエチレン管）及び付属品の設計・製造・販売並びに同パイプを使用

した工事に関する設計・管理・施工及び技術指導を行うパイプ事業

兼業事業 各種産業プラントの部品、鉛遮音・遮蔽材の販売

３．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

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　２.会計処理基準に関する事項の

変更　（イ）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業費用は、パイプ事業が 1,267千円減少し、営業損失は

同額減少しております。

 

－ 1 －



ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

日本（千円）
その他の地域
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,702,312 449,299 4,151,611 － 4,151,611

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
22,290 110,350 132,641 (132,641) －

計 3,724,602 559,649 4,284,252 (132,641) 4,151,611

営業利益又は営業損失 65,409 57,807 123,216 (137,422) (14,205)

　（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

その他の地域　　米国、マレーシア、台湾

３．会計処理基準の変更等

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

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　２.会計処理基準に関する事項の

変更　（イ）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業費用は、日本が 1,267千円減少し、営業利益は同額増

加しております。

 

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

アジア その他の地域 合計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,767,941 269,563 2,037,505

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 4,151,611

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
42.6 6.5 49.1

　（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア……マレーシア、台湾、フィリピン、タイ、インドネシア、中国、韓国、インド、シンガポール、

カザフスタン

(2) その他の地域……オーストラリア、コンゴ、その他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 2 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高  

完成工事高 3,623,501

兼業事業売上高　 603,312

Ⅱ　売上原価  

完成工事原価 3,302,945

兼業事業売上原価　 495,099

売上総利益  

完成工事総利益 320,556

兼業事業売上総利益 108,212

Ⅲ　販売費及び一般管理費 577,338

営業利益 △148,569

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 17,283

持分法による投資利益 2,800

雑収入 1,173

Ⅴ　営業外費用  

手形売却損 1,441

為替差損 1,663

雑支出 589

経常利益 △131,006

Ⅵ　特別利益  

貸倒引当金戻入益 9,500

Ⅶ　特別損失  

固定資産除却損 69

税金等調整前四半期純利益 △121,576

税金費用 △40,378

四半期純利益 △81,197

－ 3 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

前年同四半期
（平成20年3月期
第１四半期）

区分 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純損失（△） △121,576

減価償却費 37,503

のれん償却額 5,543

固定資産除却損 69

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,759

賞与引当金の増減額（△は減少） △195,100

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △11,290

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,135

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,000

受取利息及び受取配当金 △17,283

為替差損益（△は益） 1,102

持分法による投資損益（△は益） △2,800

売上債権の増減額（△は増加） 4,854,984

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,768,989

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,442

仕入債務の増減額（△は減少） △2,185,747

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,047,984

その他の流動資産の増減額（△は増加） 35,394

その他の流動負債の増減額（△は減少） 248,796

小計 1,823,320

利息及び配当金の受取額 17,123

法人税等の支払額 △1,004,968

営業活動によるキャッシュ・フロー 835,475

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出　 △42,380

無形固定資産の取得による支出 △500

会員権の取得による支出 △9,484

定期預金の払戻による収入　 5,904

投資その他の資産の増減額（△は増加） 3,422

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,037

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △192,757

財務活動によるキャッシュ・フロー △192,757

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,745

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 593,935

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,963,485

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 5,557,421

－ 4 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

エンジニア
リング事業
（千円）

パイプ事業
（千円）

兼業事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,284,487 339,014 603,312 4,226,813 － 4,226,813

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 34,679 100,113 134,792 (134,792) －

計 3,284,487 373,693 703,425 4,361,605 (134,792) 4,226,813

営業利益又は営業損失 40,593 (120,712) 77,727 (2,391) (146,178) (148,569)

　（注）１．事業区分の方法

事業は、事業種類の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

事業区分 事業内容

エンジニアリング事業
各種産業設備、施設の総合的計画・設計・建設・運転・保守管理及びコンサルティン

グ等を行うエンジニアリング業

パイプ事業
パイプ（複合ポリエチレン管）及び付属品の設計・製造・販売並びに同パイプを使用

した工事に関する設計・管理・施工及び技術指導を行うパイプ事業

兼業事業 各種産業プラントの部品、鉛遮音・遮蔽材の販売

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

日本（千円）
その他の地域
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,888,247 338,565 4,226,813 － 4,226,813

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
79,495 100 79,595 (79,595) －

計 3,967,742 338,665 4,306,408 (79,595) 4,226,813

営業利益又は営業損失 (33,254) 30,863 (2,391) (146,178) (148,569)

　（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

その他の地域　　米国、マレーシア、台湾

 

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

アジア その他の地域 合計

Ⅰ　海外売上高（千円） 604,367 7,368 611,735

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 4,226,813

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
14.3 0.2 14.5

　（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア……マレーシア、台湾、フィリピン、タイ、インドネシア、中国、韓国、インド、シンガポール

(2) その他の地域……オーストラリア、その他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

－ 5 －



６．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1)受注実績

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円）　 前年同期比（％）

エンジニアリング事業 3,614,216 △46.3 12,184,813 　1.0

パイプ事業 1,071,263 45.0 2,669,619 96.6

兼業事業 621,292 △0.5 214,701 △11.1

消去又は全社 △78,413 － △128,112 －

合計 5,228,359 △34.9 14,941,022 9.9

　（注）　上記の金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。

(2)売上実績

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

事業の種類別セグメントの名称 売上高（千円） 前年同期比（％）

エンジニアリング事業 3,329,849 1.4

パイプ事業 214,986 △42.5

兼業事業 666,727 △5.2

消去又は全社 △59,951 －

合計 4,151,611 △1.8

　（注）１．上記の金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。

－ 6 －
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