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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 27,940 ― △149 ― △98 ― △323 ―

20年3月期第2四半期 25,723 △2.0 △352 ― △168 ― △254 ―

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2四半期 △5.88 ―

20年3月期第2四半期 △4.62 ―

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2四半期 47,228 20,069 42.4 364.11
20年3月期 46,925 20,966 44.2 376.61

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  20,034百万円 20年3月期  20,724百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 6.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 64,700 6.6 790 △7.1 670 △38.4 180 △69.0 3.27

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  

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】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）

（注）詳細は、5ページ【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．平成20年9月17日に公表いたしました連結業績予想からの変更はありません。 
２．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。なお、上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、5ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する
定性的情報をご覧ください。 
３．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2四半期  55,176,000株 20年3月期  55,176,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  152,206株 20年3月期  147,574株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  55,026,311株 20年3月期第2四半期  55,041,023株
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（参考）個別業績予想 

平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は対前期増減率）

  
（注）個別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

通期  31,900  8.3 50 21.2 470 △8.8 410  △24.0  7 45

-1-



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2四半期連結累計期間の当社グループの売上高は279億40百万円（前期比8.6％増）、営業損失は1億49百万円

（前期の営業損失は3億52百万円）、経常損失は98百万円（前期の経常損失は1億68百万円）と増収増益となりまし

た。しかし、第2四半期純損失は3億23百万円（前期の第2四半期純損失は2億54百万円）と減益となりました。 

 売上高につきましては、空調設備工事関連事業および建設資材関連事業が前期を下回ったものの、化学品関連事業

および燃料関連事業が前期を上回ったことを主要因に増加いたしました。 

 また、営業損失および経常損失につきましては、真柄建設㈱や㈱ゼファー等のゼネコン・ディベロッパーに対する

不良債権の発生に加え、一般債権に対する貸倒実績率上昇による貸倒引当金繰入額の増加を主要因として経費が増加

したものの、それ以上に、売上高の増加および利益率の改善により売上総利益が増加したことから、前期に比べ減少

いたしました。 

 一方、第2四半期純損失につきましては、前期は適格退職年金制度終了益1億26百万円の計上があったことから、前

期に比べ増加いたしました。 

 

＜事業の種類別セグメントの状況＞ 

 営業損益の大きい事業セグメント順に記載いたします。 

  

〔化学品関連事業〕 

 「無機・有機化学品」は、市場の極端な値上げ基調が続くなか、当社では、お客様に単価アップのご理解をいただ

く一方、当社の強みを活かした使用済み化学品の引き取りや新たな化学品の増販に傾注いたしました結果、売上高は

前期を上回りましたが、営業利益は、急激な価格シフトによる利益率の悪化に加え、安定調達・安定供給向上のため

の物流システムへの投資に伴う経費増により前期比で減少いたしました。一方、北陸地区を事業基盤とする子会社で

は、既存のお客様との取引拡大および新規ビジネスが軌道に乗ってきたことにより、売上高および営業利益ともに前

期比で増加いたしました。 

 「医薬品原薬」は、ジェネリック医薬品の使用促進策が推進されるなか、当初想定以上に需要が拡大したことか

ら、売上高および営業利益ともに前期比で増加いたしました。 

 以上の結果、売上高は前期比17.5％増の104億49百万円、営業利益は52.5％増の4億67百万円と増収増益となりまし

た。 

  

 なお、下半期もしばらく上半期同様の傾向が続くものと予想されることから、将来を見据えた物流システムの増

強、ならびにパートナー企業とのアライアンス等を積極的に推進し、さらなる事業拡大に努めてまいります。 

  

〔情報システム関連事業〕 

 「北陸地区」は、地域密着型のサポート体制を武器に、既存のお客様との取引拡大を図るとともに、新規のお客様

開拓を進めてまいりました。 

 「首都圏」は、当社オリジナルのソリューションを武器に、ビジネスの拡大を推進してまいりました。 

 「オリジナルソフトサービス面」では、「POWER EGG®」について、メジャーバージョンアップ版「POWER 

EGG®2.0」を本年8月にリリースいたしました。 

 以上の結果、受注高は、前期、北陸地区で大型案件を受注したこともあり、前期比17.0％減の34億67百万円となり

ました。一方、売上高は前期末の受注残に支えられ、前期比13.3％増の30億72百万円、営業利益は1億41百万円と前

期に比べ大幅に増加し、増収増益となりました。 

  

 なお、下半期は、首都圏において、当社オリジナルのソリューションによる事業拡大をさらに推し進めるべく、人

員増強を図ってまいります。特に、「POWER EGG®2.0」については、発売開始以来、お客様の評価も高く、引き合い

が増加しておりますので、当社グループを挙げて受注獲得に努めてまいります。 

  

〔燃料関連事業〕 

 原油高に伴い「産業用燃料」および「ＬＰＧ」の仕入価格が上昇する厳しい状況のなか、お客様への値上げ交渉を

地道に進めるとともに、地域密着型の営業活動を展開してまいりました結果、売上高は前期比36.2％増の41億97百万

円、営業利益は1億19百万円と前期に比べ大幅に増加し、増収増益となりました。 

  

 なお、下半期は、原油価格が下落するものの景気悪化の影響を受け、厳しい状況で推移すると予想されるなか、地

域密着型の営業活動を展開し、既存のお客様との取引の維持・拡大、ならびに新規のお客様の開拓を推し進めてまい

ります。 
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〔空調設備工事関連事業〕 

 「首都圏」は、マンション市況が大幅に低迷するなか、営業方針の変更を行い、オフィスビル・リニューアル工事

案件を中心に、提案型営業を積極的に展開するとともに、人材の増強による施工体制の強化を図り、受注拡大に努め

てまいりました。 

 「北陸地区」は、需要低迷、原材料の高騰という厳しい事業環境のなか、これまでの事業基盤を活かした営業活動

を推進するとともに、リニューアル提案を積極的に推し進めてまいりました。 

 以上の結果、受注高は、オフィスビルおよびリニューアル工事案件が着実に受注に結びついたものの、マンション

市況低迷の影響を受け、前期比16.6％減の53億45百万円となりました。一方、売上高はマンション工事案件および北

陸地区の大型工事案件の減少により9.0％減の42億48百万円、営業利益は利益率の改善により売上総利益は前期に比

べ増加したものの、人員増強に伴う経費増に加え、不良債権の発生により73.5％減の21百万円と減収減益となりまし

た。 

  

 なお、当社空調事業部では、ここ数年間での人員増加に伴い組織が急激に拡大するなか、品質の維持・向上を推進

するとともに、営業・技術部門の業務効率化をサポートすべく、本年11月1日付にて組織横断的な部門を分離・独立

し、新たに「空調サービス本部」を設置、内部統制機能の強化を図ることといたしました。 

 一方、営業面では、首都圏は、マンション市況が大きく低迷するなか、オフィスビルに注力する一方、近年取り組

んできたリニューアル工事について着実に成果に結びついてきたことから、さらなる受注拡大を図るべく「リニュー

アル部」を設置することといたしました。また、北陸地区は、建設需要が低迷するなか、従来以上に営業と技術との

一体化を図り、スピーディーにお客様に対応すべく「北陸統括部」を設置することといたしました。 

  

〔樹脂・エレクトロニクス関連事業〕 

 「金型・樹脂成形品、複合ユニット製品」は、昨年11月よりベトナム第2工場が稼働し生産能力が向上したもの

の、当事業の主要マーケットであります自動車部品分野について、北米市場に端を発した世界規模での需要低迷の影

響を受けたことを主要因に、売上高は減少し、また、ベトナム製造工場の稼働率低下も余儀なくされました。 

 「電子部品・電子材料関連」は、電子セラミックについては既存のお客様における需要減の影響を受け売上高は減

少いたしましたものの、前年度後半より新たに取り組み始めた部品実装ビジネスの増加により売上高は増加いたしま

した。 

 以上の結果、売上高は前期比0.2％増の14億90百万円となりましたものの、営業損益は、ベトナム製造工場での稼

働率低下の影響を大きく受け66百万円の損失と増収減益となりました。 

  

 なお、下半期も引き続き厳しい事業環境が予想されるなか、金型・樹脂成形品ビジネスについて、お客様のニーズ

である現地調達率向上に対し、金型のベトナム現地製造を推進することで、受注拡大および利益率向上を図ってまい

ります。 

  

〔建設資材関連事業〕 

 「首都圏の分譲マンション向け」は、首都圏の新規マンション供給戸数が激減する厳しい事業環境のなか、昨年10

月での子会社2社の合併により強化された商品調達力を武器に、利益率の向上を目指し、ディベロッパーやゼネコン

等のお客様に対して積極的な提案活動を推進してまいりました。 

 「北陸地区」は、厳しい事業環境が続くなか、メンテナンスおよびリニューアルを切り口として地域密着型の営業

活動を展開してまいりました。 

 以上の結果、受注高は、マンション市況低迷の影響を受け、前期比5.0％減の75億45百万円となりました。また、

売上高は前期比7.5％減の50億23百万円、営業損益は、利益率の改善および経費削減に努めましたものの、不良債権

の発生により2億5百万円の損失と減収減益となりました。 

  

 なお、下半期もマンション市況低迷により、厳しい状況が続くと予想されるなか、受注確保に邁進する一方で、利

益率の改善および経費削減に取り組んでまいります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、472億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億2百万円増加い 

たしました。主な要因は、受取手形及び売掛金20億76百万円の減少、仕掛品20億94百万円の増加、未成工事支出金 

3億62百万円の増加であります。 

 負債残高は、271億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億99百万円増加いたしました。主な要因は、流動

負債のその他に含まれる前受金8億33百万円の増加、短期借入金6億47百万円の増加であります。 
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 純資産残高は、200億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億96百万円減少いたしました。 

  これらの結果、連結ベースの自己資本比率は、前連結会計年度末の44.2%から42.4%となり、1株当たりの純資産額 

は、前連結会計年度末の376円61銭から364円11銭に減少いたしました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は30億17百万円となり、前連結会計年度末と比較

して17百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は3億48百万円の収入となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少

額21億8百万円、その他に含まれる前受金の増加額8億49百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加

額28億11百万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は7億6百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の取得によ

る支出3億62百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は3億95百万円の収入となりました。主なプラス要因は、短期借入金の増 

加額6億12百万円であります。主なマイナス要因は、配当金の支払額1億65百万円であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第2四半期連結累計期間は、売上高はほぼ計画通りとなった一方で、損益面は、利益率の改善および経費削減に

加え、貸倒引当金繰入額が見込みよりも減少したことから計画を上回りました。 

 しかしながら、下半期は、建設、電子機器、自動車等の各市場において、上半期以上の冷え込みが見込まれる一

方、化学品については、原材料の高騰から売上高は増加するものの、利益の拡大は大変難しい状況であると予想され

ます。 

 したがって、通期連結業績予想につきましては、前回公表数字と同額の前期対比増収ながら減益を余儀なくされる

ものと判断しております。 

  

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）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 

(簡便な会計処理) 

①当第２四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

られる場合は、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する方法によっております。 

②定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

③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場合は、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。 

  

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

 税金費用については、当第２四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、法人税等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 

(会計処理基準に関する事項の変更) 

①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。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、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、主として総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）により算定しております。 

 なお、変更による損益への影響額は軽微であります。 

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 
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 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。 

 なお、変更による損益への影響はありません。 

④リース取引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、賃貸借取引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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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、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、リース取引開始日が平成20年４月１

日以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引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。 

 リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 なお、変更による損益への影響はありません。 

  

-5-



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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   

現金及び預金 3,263 3,273

受取手形及び売掛金 14,556 16,633

完成工事未収入金 1,138 1,193

商品及び製品 1,279 951

原材料及び貯蔵品 86 80

仕掛品 4,515 2,420

未成工事支出金 1,934 1,571

その他 897 913

貸倒引当金 △112 △66

流動資産合計 27,559 26,971

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,458 4,601

土地 3,677 3,677

その他（純額） 739 818

有形固定資産合計 8,875 9,096

無形固定資産   

ソフトウエア 795 742

その他 160 184

無形固定資産合計 956 927

投資その他の資産   

投資有価証券 8,418 8,486

その他 1,755 1,558

貸倒引当金 △337 △114

投資その他の資産合計 9,837 9,930

固定資産合計 19,668 19,954

資産合計 47,228 46,925
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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   

支払手形及び買掛金 9,726 9,885

工事未払金 963 1,007

短期借入金 8,726 8,078

未払法人税等 244 435

役員賞与引当金 31 134

受注損失引当金 29 27

完成工事補償引当金 35 35

その他 4,909 3,612

流動負債合計 24,667 23,214

固定負債   

長期借入金 155 250

退職給付引当金 83 73

役員退職慰労引当金 438 431

その他 1,813 1,989

固定負債合計 2,491 2,744

負債合計 27,158 25,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 2,702 2,702

利益剰余金 12,804 13,293

自己株式 △35 △34

株主資本合計 19,173 19,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,196 1,297

繰延ヘッジ損益 △6 △14

為替換算調整勘定 △328 △221

評価・換算差額等合計 861 1,061

少数株主持分 34 242

純資産合計 20,069 20,966

負債純資産合計 47,228 46,925
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 27,940

売上原価 23,888

売上総利益 4,051

販売費及び一般管理費 4,201

営業損失（△） △149

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 56

負ののれん償却額 0

その他 145

営業外収益合計 212

営業外費用  

支払利息 67

持分法による投資損失 4

その他 88

営業外費用合計 160

経常損失（△） △98

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

たな卸資産評価損 5

固定資産売却損 0

固定資産除却損 7

投資有価証券評価損 47

特別損失合計 60

税金等調整前四半期純損失（△） △158

法人税等 151

少数株主利益 13

四半期純損失（△） △323

-3-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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損失（△） △158

減価償却費 402

負ののれん償却額 △0

持分法による投資損益（△は益） 4

投資事業組合運用損益（△は益） 14

投資有価証券評価損益（△は益） 47

貸倒引当金の増減額（△は減少） 268

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2

受取利息及び受取配当金 △66

支払利息 67

投資有価証券売却損益（△は益） △0

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 7

売上債権の増減額（△は増加） 2,108

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,811

仕入債務の増減額（△は減少） △182

転貸リースに係る売上修正に伴う増減額（△は減
少）

△205

その他 1,377

小計 791

利息及び配当金の受取額 87

利息の支払額 △57

法人税等の支払額 △473

営業活動によるキャッシュ・フロー 348
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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 △104

定期預金の払戻による収入 117

有形固定資産の取得による支出 △169

有形固定資産の売却による収入 5

無形固定資産の取得による支出 △177

投資有価証券の取得による支出 △362

投資有価証券の売却による収入 0

貸付金の回収による収入 4

その他 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △706

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） 612

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0

長期借入金の返済による支出 △47

配当金の支払額 △165

少数株主への配当金の支払額 △2

自己株式の取得による支出 △1

自己株式の売却による収入 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 395

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17

現金及び現金同等物の期首残高 2,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,017
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 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〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）   

（単位：百万円）

  

  

  
化学品関連

事業 

情報システ

ム関連事業 

燃料関連事

業 

空調設備工

事関連事業

 樹脂・エ

レクトロニ

クス関連事

業 

建設資材関

連事業 

その他 

  

計 

  

消去又は 

全社 

連結 

  

売上高                     

(1）外部顧客に対する

売上高 
 10,442 2,988  4,157  4,152  1,489  4,657 53  27,940  －  27,940

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
7  83  40 95  1  366 157 752  (752)  －

計  10,449  3,072  4,197  4,248  1,490  5,023 210  28,693  (752)  27,940

営業利益又は営業損失

（△） 
 467  141 119 21  △66  △205 32  508  (658)  △149

〔所在地別セグメント情報〕 

  当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

  

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（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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６．その他の情報  

（１）受注および販売の状況 

 ①受注実績 

（単位：百万円）  

（注）１．受注実績の金額には、セグメント間の内部受注高および受注残高を含めて記載しております。 

   ２．上記金額には、消費税は含まれておりません。 

  

 ②販売実績 

（単位：百万円） 

（注）１．販売実績の金額には、セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。  

   ２．上記金額には、消費税は含まれておりません。   

  

事業の種類別セグメントの名称 

当第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30日） 

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％） 

 情報システム関連事業 3,467 83.0  4,256 118.2

 空調設備工事関連事業 5,345 83.4  11,597 100.6

 建設資材関連事業 7,545 95.0  13,272 100.7

事業の種類別セグメントの名称 

当第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30日） 

売上高 前年同期比（％） 

 化学品関連事業 10,449 117.5

 情報システム関連事業 3,072 113.3

 燃料関連事業 4,197 136.2

 空調設備工事関連事業 4,248 91.0

 樹脂・エレクトロニクス関連事業 1,490 100.2

 建設資材関連事業 5,023 92.5

 その他 210 112.6

合 計 28,693 108.4
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        25,723  100.0

Ⅱ 売上原価        22,239  86.5

売上総利益        3,484  13.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費                  

１．手数料  294            

２．役員報酬  173            

３．従業員給料  938            

４．従業員賞与  306            

５．退職給付費用  46            

６．役員賞与引当金繰入額  29            

７．役員退職引当金繰入額  47            

８．賃借料  324            

９．減価償却費  305            

10．貸倒引当金繰入額  103            

11．その他  1,266  3,837  14.9

営業損失(△)       △352 △1.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  10            

２．受取配当金  50            

３．仕入割引  50            

４．持分法による投資利益  64            

５．その他  103  279  1.1

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  67            

２．投資事業組合運用損  1            

３．リース解約損  0            

４．その他  26  95  0.4

経常損失(△)       △168 △0.7
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前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  14        

２．投資有価証券売却益  0        

３．償却債権取立益  0        

４．適格退職年金制度終了益  126  141  0.6

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  0            

２．固定資産除却損  50            

３．投資有価証券評価損  21  72      0.3

税金等調整前中間純損失
(△)       △99 △0.4

法人税、住民税及び事業
税  128            

法人税等調整額  22  151  0.6

少数株主利益        3  0.0

中間純損失(△)       △254 △1.0
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純損失
(△) 

△99

減価償却費   419

持分法による投資利益 △64

投資事業組合運用損益  1

投資有価証券評価損   21

貸倒引当金の増加額  96

役員賞与引当金の減少額 △136

役員退職引当金の増加
額   27

退職給付引当金の減少
額  

△31

受注損失引当金の増加
額   16

受取利息及び受取配当
金  

△61

支払利息   67

投資有価証券売却益  △0

固定資産売却損益  △14

固定資産除却損   50

売上債権の減少額   2,715

たな卸資産の増加額  △3,240

仕入債務の減少額  △1,046

転貸リースに係る売上修
正に伴う減少額  

△245

その他   1,790

小計  266

利息及び配当金の受取
額   84

利息の支払額  △56

法人税等の支払額  △521

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△226
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前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 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  

△99

定期預金の払戻による収
入   61

有形固定資産の取得によ
る支出  

△248

有形固定資産の売却によ
る収入   71

無形固定資産の取得によ
る支出  

△130

投資有価証券の取得によ
る支出  

△10

投資有価証券の売却によ
る収入   1

貸付金の回収による収
入   4

その他   110

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△239

Ⅲ 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  33

長期借入れによる収入  97

長期借入金の返済による
支出  

△80

親会社による配当金の支
払額  

△165

少数株主への配当金の支
払額  

△7

自己株式の取得による支
出  

△3

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△125

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  4

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

△586

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  3,239

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 2,652
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（単位：百万円）

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、商品および役務の種類、性質等を勘案してセグメンテーションし、主要な事業として、

情報システム関連事業、樹脂・エレクトロニクス関連事業、化学品関連事業、空調設備工事関連事業、建設

資材関連事業、燃料関連事業およびマンション・ビル等の保全管理等のその他の事業に分類しております。

２．各事業区分の事業内容 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  
化学品関連

事業 

空調設備工

事関連事

業  

情報システ

ム関連事

業  

燃料関連事

業  

樹脂・エレ

クトロニク

ス関連事業

建設資材関

連事業  
その他 計 

消去又は全

社  
連結

売上高                     

(1）外部顧客に対する

売上高 
 8,888  4,601  2,665  3,062  1,486  4,967  52  25,723  －  25,723

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 7  67  46  20  0  461  134  738 (738)  －

計  8,895  4,669  2,711  3,082  1,487  5,429  187  26,462 (738)  25,723

営業費用  8,588  4,589  2,661  3,057  1,484  5,612  166  26,160 (83)  26,076

営業利益又は営業損失

（△） 
 306  80  49  25  3  △183  20  302 (655)  △352

事業区分  事業内容 

情報システム関連事業 

システムインテグレーションサービス、パッケージソフトウェアの開発・販売、

ネットワーク・セキュリティ等の情報インフラの構築、ハードウェアの保守、シ

ステムの保守・運用サポートサービス、アウトソーシングサービス（ホスティン

グ・ハウジング・データ保管・バックアップサービス） 

樹脂・エレクトロニクス

関連事業 

金型の製造・販売、複合ユニット製品（樹脂・電子部品）・樹脂成形品の製造・

販売、電子部品の販売（セラミック基板、ハイブリッドＩＣ、電気二重層キャパ

シタ、半導体製品等）、樹脂材料の販売 

化学品関連事業 

基礎化学品の販売（塩酸、硫酸、苛性ソーダ、その他無機・有機化学品）、機能

性材料の受託製造・販売（機能性食品、機能性樹脂、触媒、医薬・農薬中間体、

電子材料）、医薬品原薬の製造・販売、化学品・環境に係わるコンサルティン

グ・コーディネーション 

空調設備工事関連事業 
空調設備・給排水衛生設備・クリーンルーム・消防設備・冷凍冷蔵設備工事の設

計施工 

建設資材関連事業 

住宅機器の販売・設計施工（ユニットバス、システムキッチン、洗面化粧台、造

作家具等）、空調機器の販売・設計施工、セメント・生コンクリートの販売、杭

工事の施工、システム収納・システムキッチン・洗面化粧台等の開発・製造・販

売・設計施工 

燃料関連事業 石油製品・ＬＰＧ・石油コークスの販売  

その他 マンション・ビル等の保全管理 

  

前中間連結会計

期間 

 (百万円) 

 主な内容 

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額 

   672 当社の企画・人事部門等の本社管理部門に係る費用であります。 
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〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。  

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高記載を省略しております。 
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