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

20年12月期第３四半期 17,947 △13.6 △51 － 20 △94.4 △588 －

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

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３四半期 △101 67 － －

19年12月期第３四半期 27 13 － －

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３四半期 17,627 4,326 24.5 747 57

19年12月期第３四半期 19,917 5,499 27.6 950 33

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３四半期 649 △889 △233 781

19年12月期第３四半期 1,878 372 △1,639 2,214

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 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 － － 20 00 － － 20 00 40 00

20年12月期（実績） － － 20 00 － － －
40 00

20年12月期（予想） － － － 20 00

－ 1 －



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】

　　平成20年８月７日に公表した平成20年12月期業績予想を修正しております。

 （％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 25,000 △8.1 660 445.0 740 152.4 200 － 34 56

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、３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９月30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３四半期 16,437 △15.0 △49 － 72 △85.1 △451 －

19年12月期第３四半期 19,332 15.4 319 － 488 291.6 336 173.2

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３四半期 △78 05 － －

19年12月期第３四半期 54 20 － －

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３四半期 16,531 4,070 24.6 703 46

19年12月期第３四半期 19,433 5,957 30.7 1,029 54

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】

　　平成20年８月７日に公表した平成20年12月期業績予想を修正しております。

 （％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 23,000 △9.4 600 139.1 700 57.7 190 － 32 83

※　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、平成20年８月７日付で公表いたしました通期の連結業績予想及び個別業績予想をそれぞれ修正しておりま

　　　す。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3四半期（平成20年1月1日～平成20年9月30日）のわが国経済は、原材料価格の高騰による物価の上昇や米国発の

金融不安に端を発した世界的な景気減速の影響を受け、消費の低迷、各種市場の大幅な変動など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、官需、民需を問わず、設備投資意欲の減退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、ボエフ脱臭剤などの「消耗品・消耗剤」の拡販、Kターボブロワなどを

中心とした「省エネ関連機器」の販売強化、オペレーション＆メンテナンス事業の拡大などをおこなうことにより、収

益源の分散化と安定化を図ってまいりました。

　これらの活動の結果、当第3四半期の受注高は198億31百万円（前年同期比25.9％増）、売上高は179億49百万円（同

13.6％減）、営業損失は51百万円（前年同期は2億34百万円の利益）、経常利益は20百万円（同94.4％減）となりました。

また、当期（四半期）純損失は、保有有価証券の一部について8億7百万円の評価損を特別損失として計上したことから

5億88百万円（前年同期は1億68百万円の利益）となりました。

　第3四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、受注面では、民間のハイテク工場向け排水処理物件で比較的

大型の物件が獲得できた一方、売上面では、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44億58百万円（前年同期比29.4％増）、売上高は35億73百万円（同43.7％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、収益アップの施策として進めている地域密着営業の強化、利益率の高い中・小型物件の獲得や積算部門の強

化などが功を奏し、受注面では東関東や中部地区を中心に物件の獲得が進みました。売上面においても、能力強化によ

る施工期間の短縮などを背景に比較的堅調に推移しました。

　これらの結果、当セグメントの受注高は70億19百万円（前年同期比64.3％増）、売上高は66億62百万円（同12.2％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、不動産市況の低迷や企業の設備投資意欲の減退などから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83億54百万円（前年同期比4.0％増）となり、売上高は77億13百万円（同9.1％

減）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3四半期連結会計期間末の総資産は176億27百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億4百万円減少しました。

現金及び預金5億50百万円の減少、受取手形及び売掛金27億92百万円の減少、その他有価証券評価差額金の減少に伴う繰

延税金資産（固定資産）291百万円の減少等が主な減少要因であり、欠損金発生に伴う繰延税金資産（流動資産）3億45

百万円の増加、短期貸付金の増加等に伴う流動資産その他3億57百万円の増加等が主な増加要因であります。

　負債は133億1百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億97百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び買

掛金9億71百万円の減少、前受金1億14百万円の減少、役員退職慰労引当金89百万円の減少等であります。

　純資産は43億26百万円となり、前連結会計期年度末と比較して5億6百万円減少しました。主な要因は、配当金2億31百

万円の支払及び四半期純損失5億88百万円の計上による利益剰余金8億19百万円の減少、その他有価証券評価差額金3億15

百万円の減少等による評価・換算差額3億13百万円の増加であります。なお、自己資本比率は24.5％となり、前連結会計

年度と比較して0.2ポイント減少しております。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四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、7億81百万円となり前連結会計

年度末に比べ4億74百万円減少しました。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6億49百万円となりました。主な増加要因は、売上債権27億92百万円の減少、投資有価

証券評価損8億7百万円の計上等であり、主な減少要因は、税金等調整前第3四半期純損失8億7百万円の計上、たな卸資産
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7億48百万円の増加、仕入債務9億71百万円の減少、前受金1億14百万円の減少等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は8億89百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入4億39百万円、

投資有価証券の取得による支出4億20百万円、有形固定資産の取得による支出2億37百万円、定期預金の預け入れによる

支出2億20百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は2億33百万円となりました。主な要因は、配当金の支払2億31百万円であります。 

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20年8月7日に発表しました平成20年12月期（平成20年1月1日～12月31日）の業績予想

を下記の通り修正しましたのでお知らせいたします。

 (1)通期業績予想値の修正（平成20年１月１日～平成20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) 25,000 660 740 400 69円12銭  

 今回修正予想 (B) 25,000 660 740 200 34円56銭  

 増 減 額 (B－A) － － － △200   △34円56銭

 増  減  率 (％) － － － △50.0           －

 (ご参考)

 前期実績(平成19年12月期)
27,208 121 293 △304 △ 51円75銭  

  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) 23,000 600 700 390 67円39銭  

 今回修正予想 (B) 23,000 600 700 190 32円83銭  

 増 減 額 (B－A) － － － △200 　△34円56銭

 増  減  率 (％) － － － △51.3           －

 (ご参考)

 前期実績(平成19年12月期)
25,399 250 443 △986 △167円83銭  

 (2)修正の理由

①特別利益（固定資産売却益）の計上

  平成20年10月21日発表の「固定資産の譲渡に関するお知らせ」にありますように、第4四半期（平成20年10月1日～12

　月31日）において、固定資産売却益4億24百万円を計上する予定です。

②特別損失（投資有価証券評価損）の計上

  平成20年10月2日発表の「平成20年12月期第3四半期 有価証券評価損に関するお知らせ」にありますように、第3四

  半期決算において8億7百万円の投資有価証券評価損を計上しております。当社の決算期末である平成20年12月31日時

　点における当該有価証券の株価を予測することは困難であるため、暫定的に第3四半期決算において計上した額を通

　期業績予想に反映させています。

 (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21年3月下旬開催予定の第70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20年８月７日発表) 20円 20円 40円 

前期(平成19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

　　　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３四半期末）

当四半期末
（平成20年12月期
第３四半期末）

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 2,463 873 △1,589  1,423

　受取手形及び
　売掛金 　

6,157 4,821 △1,335  7,614

　有価証券 － 50 50  －

　たな卸資産 2,853 3,407 553  2,658

　繰延税金資産 287 526 239  181

　その他 193 507 314  150

　貸倒引当金 △2 △2 △0  △2

流動資産合計 11,952 10,184 △1,767 △14.8 12,026

Ⅱ　固定資産      

(1)有形固定資産 2,128 1,956 △172 △8.1 1,804

　建物及び構築物 1,912 1,736 △175  1,732

　機械装置及び
　運搬具

211 119 △91  108

　工具器具備品 346 362 16  346

　土地 1,004 1,018 14  1,004

　その他 5 161 156  0

　減価償却累計額 △1,350 △1,441 △90  △1,387

(2)無形固定資産 28 21 △6 △22.4 25

(3)投資その他の
　資産 

5,807 5,464 △343 △5.9 5,676

　投資有価証券 1,845 1,231 △613  1,496

　保険積立金 1,797 1,980 183  1,812

　賃貸用不動産 811 793 △18  809

　繰延税金資産 737 552 △184  844

　その他 683 959 275  774

　貸倒引当金 △66 △52 13  △60

固定資産合計 7,964 7,442 △521 △6.6 7,505

資産合計 19,917 17,627 △2,289 △11.5 19,531
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科目

前年同四半期末
（平成19年12月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年12月期
第３四半期末）

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

7,953 7,317 △636  8,289

　短期借入金 1,654 1,804 150  1,604

　未払法人税等 161 － △161  78

　未払消費税等 104 12 △92  124

　前受金 1,969 2,155 186  2,269

　賞与引当金 291 254 △37  117

　工事損失引当金 306 224 △82  242

　その他 528 413 △115  532

流動負債合計 12,970 12,181 △789 △6.1 13,259

Ⅱ　固定負債      

　長期借入金 256 50 △206  252

  退職給付引当金 528 504 △23  518

　役員退職慰労
　引当金 

590 510 △80  599

　その他 71 55 △16  69

固定負債合計 1,446 1,120 △326 △22.6 1,440

負債合計 14,417 13,301 △1,116 △7.7 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 5,315 4,023 △1,292  4,843

　自己株式 △1,376 △1,376 △0  △1,376

株主資本合計 5,684 4,391 △1,292 △22.7 5,211

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券
評価差額金 

△241 △122 118  △438

為替換算調整勘定 56 57 0  58

評価・換算差額等
合計

△184 △65 119 64.5 △379

純資産合計 5,499 4,326 △1,173 △21.3 4,832

負債、純資産合計 19,917 17,627 △2,289 △11.5 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３四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

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 20,775 17,947 △2,827 △13.6 27,208

Ⅱ　売上原価 16,945 14,460 △2,485 △14.7 22,283

売上総利益 3,829 3,487 △342 △9.0 4,924

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

3,595 3,538 △56 △1.6 4,803

営業利益 234 △51 △285 － 121

Ⅳ　営業外収益 213 138 △74 △35.0 266

　受取利息 5 10 4  6

　受取配当金 23 20 △3  30

　不動産賃貸収入 76 74 △2  98

　投資有価証券
　売却益

92 18 △73  107

　その他 15 14 △0  22

Ⅴ　営業外費用 70 66 △4 △6.2 94

　支払利息 24 25 1  29

　不動産賃貸費用 37 37 △0  47

　その他 9 3 △5  17

経常利益 377 20 △356 △94.4 293
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科目

前年同四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

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 59 12 △47 △78.5 56

　投資有価証券
　売却益

31 12 △19  30

　会員権売却益 3 0 △2  3

　貸倒引当金
　戻入益 

2 － △2  0

　保険金収入 21 － △21  21

Ⅶ　特別損失 21 841 820 － 359

　投資有価証券
　評価損

21 807 785  35

　固定資産処分損 0 0 △0  1

　減損損失 － 34 34  321

　会員権売却損 － － －  0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

415 △807 △1,223 － △9

法人税、住民税
及び事業税

269 50 △218 △81.1 182

法人税等調整額 △18 △270 △251 － 115

少数株主損失 3 － △3 △100.0 3

四半期（当期）
純利益

168 △588 △756 － △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

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

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

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △231 － △231

四半期純利益 － － △588 － △588

自己株式の取得 － － － △0 △0

自己株式の処分 － － － 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） － － △819 △0 △820

平成20年９月30日　残高　（百万円） 957 787 4,023 △1,376 4,391

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３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － △231

四半期純利益 － － － － △588

自己株式の取得 － － － － △0

自己株式の処分 － － － － 0

株主資本以外の項目の第３四半期中
の変動額（純額）

315 △1 313 － 313

第３四半期中の変動額合計（百万円） 315 △1 313 － △506

平成20年９月30日　残高　（百万円） △122 57 △65 － 4,326
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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３四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

（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 415 △807 △9

減価償却費 163 84 213

減損損失 － 33 321

貸倒引当金の増減額(減少:△) △3 △7 △10

賞与引当金の増減額(減少:△)  145 136 △28

退職給付引当金の増減額(減少:△)  △34 △13 △44

役員退職慰労引当金の増減額
(減少:△) 

16 △89 25

工事損失引当金の増減額(減少:△) △93 △17 △158

受取利息及び受取配当金 △29 △30 △37

会員権売却益 △3 △0 △3

投資有価証券売却益 △123 △30 △137

保険金収入 △21 － △21

支払利息 24 25 29

固定資産処分損 0 0 1

投資有価証券評価損 21 807 35

売上債権の増減額(増加:△) 1,238 2,792 △218

たな卸資産の増減額(増加:△) 285 △748 481

仕入債務の増減額(減少:△)  381 △971 716

前受金の増減額(減少:△)  △625 △114 △326

未収・未払消費税等の増減額
(減少:△)   

159 △108 178

その他 121 △159 192

小計 2,036 778 1,200

利息及び配当金の受取額 29 29 36

利息等の支払額 △23 △26 △30

法人税等の支払額 △164 △132 △175

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,878 649 1,031
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前年同四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

（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 △220 －

拘束性預金の増減額(増加:△)  △83 95 △21

有価証券の取得による支出 － △50 －

有形固定資産の取得による支出 △232 △237 △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 △1,083 △420 △1,297

投資有価証券の売却による収入 1,883 439 2,014

会員権の売却による収入 5 0 1

保険金受取による収入 32 － 32

その他 △128 △496 △143

投資活動によるキャッシュ・フロー 372 △889 314

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:△)   △478 18 △528

長期借入による収入 50 － 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 △948 △0 △948

自己株式の売却による収入 － 0 －

配当金の支払額 △242 △231 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,639 △233 △1,693

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 
  　(減少:△)  

610 △474 △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

2,214 781 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

当四半期（平成20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 3,571 6,662 7,713 17,947 － 17,947

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 3,571 6,662 7,713 17,947 － 17,947

営業費用 3,732 6,378 7,424 17,535 463 17,999

営業利益又は営業損失(△) △160 284 288 412 △463 △51

（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３四半期)

当四半期
(平成20年12月期
　第３四半期)

(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 3,446 2,674 4,458 3,750 5,657 2,866

水処理関連 4,272 5,310 7,019 7,457 7,916 7,100

風水力冷熱機器等関連 8,035 3,198 8,354 4,097 10,854 3,457

合計 15,754 11,183 19,831 15,306 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３四半期)

当四半期
(平成20年12月期
　第３四半期)

(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 6,347 30.6 3,573 19.9 8,366 30.8

水処理関連 5,939 28.6 6,662 37.1 7,793 28.6

風水力冷熱機器等関連 8,489 40.8 7,713 43.0 11,048 40.6

合計 20,775 100.0 17,949 100.0 27,208 100.0
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