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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 33,786 ― 16 ― 242 ― 289 ―

20年3月期第1四半期 31,197 9.4 460 ― 672 ― 172 ―

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 7.88 ―

20年3月期第1四半期 4.68 ―

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 134,535 66,348 46.8 1,712.47
20年3月期 142,024 67,379 44.6 1,723.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  62,979百万円 20年3月期  63,391百万円

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 ― 15.00 ― 20.00 35.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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 79,000 △2.5 1,500 42.5 1,800 17.7 600 ― 16.31
通期 179,000 △2.2 6,000 9.3 6,500 0.0 3,000 155.3 81.57

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  

(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） 

(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。 
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」（企業会計基準第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。  

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 有

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  37,982,009株 20年3月期  37,982,009株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,205,116株 20年3月期  1,204,766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  36,777,054株 20年3月期第1四半期  36,778,261株
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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１四半期連結会計期間における建設市場動向は国内景気の減速感が高まる中で受注面、利益確保とも

に厳しさが増してきております。環境システム事業では採算性の低いビル新築工事の受注を回避しつつ、ビ

ル空調のリニューアル工事や産業空調の改修工事及び新築工事に力を注ぐとともに、引き続き投資の活発な

東南アジアの産業空調を中心とした市場開拓を進めております。また塗装システム事業では日系自動車メー

カーの燃費の良い小型車の需要拡大が米国やＢＲＩＣｓを中心に続いており、日本および世界各地での新設

工場投資案件の取り込みに全力を挙げております。

当第１四半期連結会計期間での業績は、受注高が前年同期に比べ18.8％減少の395億円となりました。内訳

としましてはビル空調が73億円（前年同期比24.1％減）、産業空調では240億円（前年同期比13.1％減）、塗装

システム事業では81億円（前年同期比28.2％減）となっております。第１四半期連結会計期間での受注高が

前年同期に比べて91億円減少しておりますが、第２四半期以降においては受注が回復する予定であり、期初

に計画いたしました第２四半期累計期間連結受注高830億円、通期連結受注高1,800億円につきましては、変

更しておりません。

連結の完成工事高は前年同期に比べて8.3％増加の337億円となりました。内訳はビル空調が採算重視の方

針から39億円と前年同期に比べ57.5％の大幅減少、産業空調は132億円（前年同期比6.1％減）、塗装システム

事業は166億円（前年同期比112.0％増）となっております。塗装システム事業の完成工事高の増加はタイ、

米国などにおける売上が増加したためです。

連結の利益面につきましては、完成工事総利益は完成工事高が25億円増加したものの完成工事総利益率が

前年同期比1.8ポイント低下の10.9％となったため36億74百万円（前年同期比7.2％減）となりました。完成

工事総利益率が低下したのは、在外子会社の完成工事総利益率が受注競争の激化により低下したことによる

ものです。

販売費及び一般管理費は企業年金会計の運用悪化に伴う費用などが増加したため36億57百万円（前年同期

比4.5％増）となりました。営業利益は16百万円（前年同期比96.5％減少）、経常利益は２億42百万円（前年

同期比64.0％減）となりました。在外子会社留保利益の円換算評価額が円高で減少したため、当該留保利益

に係る繰延税金負債が１億97百万円減少した結果、当四半期純利益は２億89百万円（前年同期比68.0％増）

となりました。

2. 【連結財政状態に関する定性的情報】

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.7％減少し、1,011億92百万円となりました。これは現金預金

が121億42百万円、受取手形・完成工事未収入金等が60億21百万円それぞれ減少し、未成工事支出金が70億

38百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.7％増加し、333億43百万円となりました。これは、投資有価

証券が24億65百万円増加したことなどによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ5.3％減少し、1,345億35百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.3％減少し、599億12百万円となりました。これは支払手形・

工事未払金等が51億20百万円、未成工事受入金が16億80百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.9％増加し、82億74百万円となりました。これは繰延税金負債

が７億62百万円増加したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.7％減少し、681億86百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、663億48百万円となりました。これは為替換算

調整勘定が13億17百万円、少数株主持分が６億18百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が13

億43百万円増加したことなどによります。
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（連結キャッシュ・フローの概況）

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、前連結会計年度末

に比べ112億54百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には206億83百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が減少したものの、

たな卸資産の増加及び仕入債務の減少などにより、92億64百万円の資金減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産並び

に有価証券及び投資有価証券の取得などにより資金が減少したものの、定期預金の払戻による収入などに

より、49百万円の資金増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより、

６億95百万円の資金減少となりました。

なお、利益配当金につきましては、７億51百万円の支払を行っております。

3. 【連結業績予想に関する定性的情報】

当社の完成工事高の計上基準は、工事完成基準を採用しており、売上高が第２四半期会計期間及び第４四

半期会計期間に集中する傾向があります。一方、固定費用は継続して発生しますので、第１四半期会計期間

の収益は、低くなる構造となっております。

当第１四半期会計期間については、ほぼ当初の見込みに沿った業績で推移しており、平成20年５月15日に

発表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績見通しについて変更はありません。

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. 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

2. 完成工事補償引当金の算定方法

当第１四半期連結会計期間末における完成工事補償引当金は、補償実績率等が前連結会計年度末に

算定したものと著しい変化がないものと認められるため、前連結会計年度末において算定した補償実

績率等を使用して算定しております。

3. 経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

4. 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

5. 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わな

いで債権と債務を相殺消去しております。

連結会社相互間の取引の相殺消去

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法

により相殺消去しております。
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(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. 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第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)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

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. 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、移動平均法による低価法から移動平均法による原価法

(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下げの方法)に変更しております。

これによる営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

3. 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

「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」(企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。

これによる営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及びセグメント情報に与える影響は軽

微であります。

(追加情報)

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社は内規による期末要支給額を計上しておりましたが、

平成20年６月27日の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することが

決議されました。

なお、その支給時期は、取締役又は監査役を退任する時とした為、当該株主総会までの役員退職慰

引当金については、長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。
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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：百万円）

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 21,887 34,029

受取手形・完成工事未収入金等 42,715 48,736

未成工事支出金 27,639 20,601

材料貯蔵品 480 544

その他 8,940 7,540

貸倒引当金 △471 △673

流動資産合計 101,192 110,780

固定資産

有形固定資産 6,930 7,298

無形固定資産 1,221 1,176

投資その他の資産

投資有価証券 21,963 19,498

その他 3,471 3,503

貸倒引当金 △244 △232

投資その他の資産合計 25,190 22,769

固定資産合計 33,343 31,243

資産合計 134,535 142,024

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 40,093 45,213

短期借入金 1,665 1,608

未払法人税等 333 458

未成工事受入金 11,749 13,429

完成工事補償引当金 665 694

工事損失引当金 580 713

その他 4,824 4,709

流動負債合計 59,912 66,827

固定負債

長期借入金 121 141

退職給付引当金 3,446 3,617

役員退職慰労引当金 153 588

その他 4,553 3,469

固定負債合計 8,274 7,816

負債合計 68,186 74,644
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（単位：百万円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 6,455 6,455

資本剰余金 7,716 7,716

利益剰余金 45,632 46,078

自己株式 △1,920 △1,919

株主資本合計 57,884 58,331

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,381 5,038

繰延ヘッジ損益 0 △8

為替換算調整勘定 △1,287 30

評価・換算差額等合計 5,094 5,060

少数株主持分 3,369 3,987

純資産合計 66,348 67,379

負債純資産合計 134,535 142,024
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㈱大気社(1979)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

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)

完成工事高 33,786

完成工事原価 30,112

完成工事総利益 3,674

販売費及び一般管理費 3,657

営業利益 16

営業外収益

受取利息 96

受取配当金 152

不動産賃貸料 25

持分法による投資利益 2

為替差益 38

その他 27

営業外収益合計 342

営業外費用

支払利息 21

不動産賃貸費用 58

その他 36

営業外費用合計 116

経常利益 242

特別利益

貸倒引当金戻入額 100

投資有価証券売却益 0

固定資産処分益 1

その他 22

特別利益合計 125

特別損失

固定資産除却損 17

投資有価証券評価損 4

その他 40

特別損失合計 62

税金等調整前四半期純利益 304

法人税、住民税及び事業税 225

法人税等調整額 △220

法人税等合計 4

少数株主利益 9

四半期純利益 289
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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）

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 304

減価償却費 245

貸倒引当金の増減額（△は減少） △75

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △434

工事損失引当金の増減額（△は減少） △89

受取利息及び受取配当金 △248

支払利息 21

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0

有形及び無形固定資産処分損益（△は益） 16

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 4

売上債権の増減額（△は増加） 3,983

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,393

立替金の増減額（△は増加） 925

未収入金の増減額（△は増加） △152

仕入債務の増減額（△は減少） △4,824

未成工事受入金の増減額（△は減少） △658

未払消費税等の増減額（△は減少） △771

預り金の増減額（△は減少） 435

未払費用の増減額（△は減少） △323

その他 △1,075

小計 △9,177

利息及び配当金の受取額 257

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △324

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,264

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 △1,317

定期預金の払戻による収入 1,899

有形及び無形固定資産の取得による支出 △311

有形及び無形固定資産の売却による収入 49

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △274

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 8

長期貸付けによる支出 △10

長期貸付金の回収による収入 45

保険積立金の積立による支出 △3

保険積立金の払戻による収入 1

その他 △37

投資活動によるキャッシュ・フロー 49
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㈱大気社(1979)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：百万円）

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)

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） 110

長期借入金の返済による支出 △54

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △735

少数株主への配当金の支払額 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △695

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,254

現金及び現金同等物の期首残高 31,937

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,683
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㈱大気社(1979)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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)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。

(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

【事業の種類別セグメント情報】
当社及び連結子会社の事業内容は、設備工事業及び関連する事業を行っているので、この事業以外に

開示の対象とするセグメントはありません。

【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
(百万円)

北米
(百万円)

東南
アジア
(百万円)

東アジア
(百万円)

その他の
地域

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高
外部顧客に対する売
上高

17,433 5,078 8,830 1,373 1,069 33,786 ─ 33,786

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

394 ─  4 4 3 405 (405) ─

計 17,828 5,078 8,835 1,377 1,072 34,192 (405) 33,786

営業費用 18,065 5,188 8,550 1,366 1,235 34,405 (635) 33,769

営業利益又は
営業損失(△)

△236 △109 284 11 △162 △213 230 16

Ⅱ 資産 109,373 6,556 15,269 4,691 5,703 141,594 (7,062) 134,535
(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) 北米・・・・・・・・・・アメリカ、カナダ

　(2) 東南アジア・・・・・・・シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム

　(3) 東アジア・・・・・・・・中国、台湾、韓国

　(4) その他の地域・・・・・・イギリス、インド

【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)

北米 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 4,796 9,296 2,348 1,904 18,345

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ─ ─ ─ ─ 33,786
Ⅲ 連結売上高に占める海外
    売上高の割合(%)

14.2 27.5 7.0 5.6 54.3

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) 北米・・・・・・・・・・アメリカ、カナダ

　(2) 東南アジア・・・・・・・シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム

　(3) 東アジア・・・・・・・・中国、台湾、韓国

　(4) その他の地域・・・・・・イギリス、ハンガリー、インド、ブラジル

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。
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㈱大気社(1979)平成21年３月期 第１四半期決算短信

6. 【その他の情報】

(1) 四半期受注工事高及び完成工事高の状況

区分

前第１四半期

連結累計期間
当第１四半期
連結累計期間

増減
(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成19年６月30日) 至 平成20年６月30日)
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減率(%)

受注工事高

環境システム事業 ビル空調 9,727 20.0 7,378 18.7 △2,349 △24.1

産業空調 27,667 56.8 24,041 60.8 △3,626 △13.1

小計 37,395 76.8 31,420 79.5 △5,975 △16.0

(うち海外) (12,114) (24.9) (9,639) (24.4) (△2,475) (△20.4)

塗装システム事業 11,300 23.2 8,111 20.5 △3,189 △28.2

(うち海外) (6,193) (12.7) (6,275) (15.9) (82) (1.3)

合計 48,695 100.0 39,531 100.0 △9,164 △18.8

(うち海外) (18,308) (37.6) (15,915) (40.3) (△2,393) (△13.1)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 9,274 29.7 3,939 11.7 △5,335 △57.5

産業空調 14,082 45.2 13,227 39.1 △855 △6.1

小計 23,357 74.9 17,166 50.8 △6,191 △26.5

(うち海外) (9,067) (29.0) (6,721) (19.9) (△2,346) (△25.9)

塗装システム事業 7,840 25.1 16,619 49.2 8,779 112.0

(うち海外) (6,639) (21.3) (11,624) (34.4) (4,985) (75.1)

合計 31,197 100.0 33,786 100.0 2,589 8.3

(うち海外) (15,706) (50.3) (18,345) (54.3) (2,639) (16.8)

(2) 前第１四半期連結累計期間のセグメント情報

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

日本
(百万円)

北米
(百万円)

東南
アジア
(百万円)

東アジア
(百万円)

その他の
地域

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高
外部顧客に対する
売上高

 16,059 1,302 9,388 1,800 2,647 31,197 ─  31,197

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

131 ─  ─  ─  ─  131 (131)  ─

計  16,191 1,302 9,388 1,800 2,647 31,328 (131)  31,197

営業費用  16,686 1,358 8,661 1,764 2,501 30,972 (235)  30,736
営業利益又は
営業損失(△)

△495 △56 726 36 145 356 103 460

Ⅱ 資産  138,753 5,881 16,665 5,079 7,678 174,057 (7,146)  166,910
(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) 北米・・・・・・・・・・アメリカ、カナダ

　(2) 東南アジア・・・・・・・シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム

　(3) 東アジア・・・・・・・・中国、台湾、韓国

　(4) その他の地域・・・・・・イギリス、インド
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(3) 前第１四半期連結累計期間の海外売上高

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

北米 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 1,101 9,556 1,973 3,075 15,706

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ─ ─ ─ ─ 31,197
Ⅲ 連結売上高に占める海外
    売上高の割合(%)

3.5 30.6 6.3 9.9 50.3

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) 北米・・・・・・・・・・アメリカ、カナダ

　(2) 東南アジア・・・・・・・シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム

　(3) 東アジア・・・・・・・・中国、台湾、韓国

　(4) その他の地域・・・・・・イギリス、ルーマニア、インド

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。

(4) 関係会社の状況

当第１四半期連結会計期間において、当社は当社の連結子会社であるエヌ・ジェイ・アクシベイン㈱

に係る事業を㈱タニヤマに譲渡いたしました。それに伴い当社は㈱タニヤマの株式を取得したため、㈱

タニヤマは当社の関連会社となりました。
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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 完成工事高 31,197

Ⅱ 完成工事原価 27,235

　 完成工事総利益 3,961

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,500

　 営業利益 460

Ⅳ 営業外収益 322

Ⅴ 営業外費用 110

　 経常利益 672

Ⅵ 特別利益 30

Ⅶ 特別損失 22

　 税金等調整前
      四半期純利益

680

　 税金費用 341

　 少数株主利益 165

　 四半期純利益 172
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