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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 11,363 ― 611 ― 661 ― 352 ―

20年3月期第2四半期 9,446 13.0 166 △9.3 202 △7.8 22 △75.9

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 31.48 ―

20年3月期第2四半期 2.00 ―

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 15,054 8,348 55.5 745.51
20年3月期 16,265 8,096 49.8 723.00

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,348百万円 20年3月期  8,096百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 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 24,500 10.8 1,150 24.5 1,200 17.9 550 22.7 49.12

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) 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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧下さい。  

(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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧下さい。  

(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。 
 なお、当第2四半期連結会計期間（平成20年7月1日から平成20年9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す
る内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

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  11,700,000株 20年3月期  11,700,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  502,000株 20年3月期  502,000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  11,198,000株 20年3月期第2四半期  11,199,583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２四半期連結累計期間における日本経済は、サブプライムローン問題の深刻化を背景とする金融市場の混乱

や株価の下落・円高の進行、さらには原油価格の高騰に伴う原材料価格の上昇により、景気は停滞の様相を強く示

しつつ推移致しました。 

当社グループの主力事業の属する国内建設市場におきましては、公共投資が依然として低調に推移しており、民

間分野につきましても、企業収益の悪化に加え、先行きの見えない不安定感から、設備投資は減少基調となりまし

た。 

このような状況のもと、当社グループは、グループ企業の連携により顧客対応力の充実と原価の低減を図り、受

注の拡大及び利益体質の強化に努めてまいりました。 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、連結売上高が113億63百万円、営業利益は６億11百万

円、経常利益は６億61百万円、四半期純利益は３億52百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 建設事業 

当社グループの主力事業である当事業におきましては、受注競争が更に厳しさを増しておりますが、省エネ・

省力化提案、リニューアル提案を積極的に推進したことにより、受注高は53億66百万円となりました。部門別で

は、産業設備工事が22億19百万円、ビル設備工事が19億22百万円、環境設備工事が12億24百万円となりました。 

売上高は、公共工事は依然として減少しているものの、民間の大型繰越工事が完成したことから、62億83百万

円となりました。部門別では、産業設備工事が48億52百万円、ビル設備工事が12億２百万円、環境設備工事が２

億28百万円となりました。 

② 機器販売及び情報システム事業 

当事業におきましては、機器販売は既存設備の省エネ化へのリプレイス需要が堅調に推移し、また情報システ

ム関連も電話設備とＬＡＮの小工事や修理が増加したことにより、売上高は30億86百万円となりました。 

③ 産業用機器のメンテナンス事業 

当事業におきましては、景気の減速感からメンテナンス投資抑制の動きもありましたが、省エネ・トータルメ

ンテナンスの提案営業を引き続き推進したことにより、改修及び保守契約が堅調に推移致しました。また、第１

四半期連結会計期間から当事業に加わった太陽光発電装置を主体とした住宅設備機器の設置事業も売上に寄与し

たことにより、売上高は22億１百万円となりました。 

④ 電子部品製造事業 

当事業におきましては、主要顧客からの発光ダイオード、レーザーダイオード部品の受注が減少しましたが、

装置製作及び電子部品実装基盤製作の受注が堅調に推移し、さらに携帯電話関連部品の受注が回復したことによ

り、売上高は８億77百万円となりました。 

なお、生産実績（販売価格）は以下のとおりであります。 

⑤ その他の事業 

当事業の主力事業である水道施設の維持管理事業におきましては、公共水道施設の運転管理受託体制・緊急対

応体制を整備し、きめ細かな施設維持管理、コストの低減等、顧客ニーズを重視した提案活動や修繕工事等の営

業に努めた結果、売上高は85百万円となりました。 

（注）１．上記売上高はセグメント間取引消去前の金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 
当第２四半期連結累計期間

（百万円） 

電子部品のペレタイズ加工  333

電子部品の組立  171

基盤組立他  372

合計  877



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２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ12億11百万円減少し150億54百万円と

なりました。これは主に現金預金が10億５百万円、未成工事支出金が４億69百万円それぞれ減少し、有形固定資

産が連結子会社の増加等により３億10百万円増加したことによるものであります。なお、子会社取得に伴うのれ

んの残高は２億83百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ14億63百万円減少し67億６百万円となりました。これは主に工事未払金が６

億62百万円、支払手形が８億90百万円それぞれ減少し、長期借入金が連結子会社の増加等により２億88百万円増

加したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億52百万円増加し83億48百万円となりました。これは主に四半期純利益

を３億52百万円計上し、配当の支払を１億円行なったことによるものであります。 

（２）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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ10億５百万円減少の15億66百万円となりました。 

当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、８億７百万円となりました。これは主に、

売上債権の減少額２億76百万円、たな卸資産の減少額５億51百万円、仕入債務の減少額17億３百万円を調整し

たこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、４億89百万円となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出が97百万円、新規連結子会社の取得による支出が３億58百万円あったこと等に

よるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動により得られた資金は、２億91百万円となりました。これは主

に、短期借入金の増加が３億10百万円あったこと、また、配当金を１億円支払ったことによるものです。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、企業収益の悪化に加え、景気の先行きに対する不透明感から設備投資の減速基調

が続くことが見込まれ、当社を取り巻く環境は引き続き厳しい状況で推移していくものと予想されます。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業利益、経常利益、四半期純利益共に当初予想

を上回る数値となりましたが、上記経済環境などを鑑み、通期の連結業績予想につきましては平成20年５月15日に

発表の数値を据え置くことと致します。 



  

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 

１．簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法）  

当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

（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．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。 

なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50

号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。 

２．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

「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）を第１四半期連結会計

期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変

更しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

３．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

機械装置については、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、一部の資産について

耐用年数を短縮しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  



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   

現金預金 1,866,563 2,871,706

受取手形 569,607 681,094

完成工事未収入金 2,875,609 2,865,992

売掛金 2,541,465 2,650,330

未成工事支出金 937,066 1,406,762

商品及び製品 128,317 125,357

仕掛品 428,475 511,308

材料貯蔵品 34,634 30,588

その他 237,348 330,677

貸倒引当金 △3,084 △2,596

流動資産合計 9,616,003 11,471,221

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 3,316,238 3,173,005

減価償却累計額 △1,910,405 △1,852,230

建物・構築物（純額） 1,405,833 1,320,775

土地 2,490,687 2,315,661

その他 324,394 236,693

減価償却累計額 △233,141 △196,281

その他（純額） 91,252 40,412

有形固定資産計 3,987,773 3,676,849

無形固定資産   

のれん 283,221 －

その他 115,263 70,449

無形固定資産計 398,485 70,449

投資その他の資産   

投資有価証券 516,977 532,590

その他 574,229 545,653

貸倒引当金 △38,620 △30,863

投資その他の資産計 1,052,587 1,047,380

固定資産合計 5,438,845 4,794,680

資産合計 15,054,849 16,265,901



（単位：千円）

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 1,731,588 2,622,329

工事未払金 751,765 1,414,763

買掛金 1,246,656 1,379,253

短期借入金 614,996 260,000

未払法人税等 196,931 276,506

未成工事受入金 426,369 696,971

完成工事補償引当金 11,600 11,600

賞与引当金 143,343 274,314

役員賞与引当金 － 30,500

その他 443,110 372,775

流動負債合計 5,566,361 7,339,014

固定負債   

長期借入金 288,902 －

退職給付引当金 748,153 728,750

役員退職慰労引当金 92,678 89,001

その他 10,478 12,993

固定負債合計 1,140,212 830,745

負債合計 6,706,574 8,169,759

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,029,213 1,029,213

資本剰余金 805,932 805,932

利益剰余金 6,698,956 6,447,278

自己株式 △213,505 △213,505

株主資本合計 8,320,595 8,068,917

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,679 27,224

評価・換算差額等合計 27,679 27,224

純資産合計 8,348,274 8,096,142

負債純資産合計 15,054,849 16,265,901



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 11,363,306

売上原価 9,539,426

売上総利益 1,823,879

販売費及び一般管理費  

従業員給料手当 510,566

賞与引当金繰入額 39,555

退職給付引当金繰入額 15,675

役員退職慰労引当金繰入額 4,015

貸倒引当金繰入額 7,725

のれん償却額 14,906

その他 619,721

販売費及び一般管理費合計 1,212,167

営業利益 611,712

営業外収益  

受取利息 1,487

受取配当金 3,941

受取褒賞金 26,205

その他 23,915

営業外収益合計 55,549

営業外費用  

支払利息 6,040

その他 159

営業外費用合計 6,200

経常利益 661,061

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,030

特別利益合計 1,030

特別損失  

固定資産除却損 160

投資有価証券売却損 2,200

投資有価証券評価損 12,931

会員権償還損 9,000

特別損失合計 24,292

税金等調整前四半期純利益 637,799

法人税、住民税及び事業税 223,931

法人税等調整額 61,407

法人税等合計 285,338

四半期純利益 352,460



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益 637,799

減価償却費 74,723

のれん償却額 14,906

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,505

賞与引当金の増減額（△は減少） △137,390

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,402

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,015

受取利息及び受取配当金 △5,428

支払利息 6,040

役員退職慰労金 162

固定資産除却損 160

投資有価証券売却損益（△は益） 2,200

投資有価証券評価損益（△は益） 12,931

会員権償還損 9,000

売上債権の増減額（△は増加） 276,952

たな卸資産の増減額（△は増加） 551,588

仕入債務の増減額（△は減少） △1,703,187

未成工事受入金の増減額（△は減少） △270,602

その他 48,836

小計 △481,882

利息及び配当金の受取額 5,428

利息の支払額 △6,040

役員退職慰労金の支払額 △500

法人税等の支払額 △324,019

営業活動によるキャッシュ・フロー △807,012

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 △97,899

投資有価証券の取得による支出 △7,304

投資有価証券の売却による収入 14,725

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△358,782

その他 △40,590

投資活動によるキャッシュ・フロー △489,850

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 610,000

短期借入金の返済による支出 △300,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △17,498

配当金の支払額 △100,782

財務活動によるキャッシュ・フロー 291,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,005,143

現金及び現金同等物の期首残高 2,571,706

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,566,563



 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。 

なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

（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） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1）事業区分の方法  連結損益計算書の集計区分に市場及び事業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の内容 

建設事業            ビル設備工事、産業設備工事、環境設備工事 

機器販売及び情報システム事業  電気機器、空調及び冷凍機器、電動工具の販売、情報通信機器の施

工・販売、ソフトウェアの開発・販売 

産業用機器のメンテナンス事業  産業用機器等の据付・保守・修理 

電子部品製造事業        電子部品の検査・せん別・組立 

その他の事業          損害保険代理店業務、水道施設管理受託業務 

２．第１四半期連結会計期間にシステムハウスエンジニアリング株式会社の株式を100％取得し、連結の範囲に

含めたことにより、当第２四半期連結累計期間における産業用機器のメンテナンス事業の売上高が272,507

千円、営業利益が16,594千円増加しており、同事業の資産が前連結会計年度末と比較して、概ね756,000千

円増加しております。 

   

  
建設事業
（千円）   

機器販売及
び情報シス
テム事業 
（千円） 

  

産業用機器
のメンテナ
ンス事業 
（千円） 

 
電子部品製
造事業 
（千円） 

 
その他の事
業 
（千円） 

 
計

（千円）   
消去又は全
社 
（千円） 

  
連結

（千円）  

売上高  6,283,075    3,086,881    2,201,610    877,542    85,913    12,535,023   (1,171,716)   11,363,306  

営業利益  432,121    45,743    242,306    99,119    922    820,213   (208,501)   611,712  

                              

ｂ．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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。  

  

ｃ．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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

（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。 



  

「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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       9,446,297  100.0

Ⅱ 売上原価       8,235,483  87.2

売上総利益       1,210,814  12.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,044,308  11.0

営業利益       166,505  1.8

Ⅳ 営業外収益                

受取利息  1,698           

受取配当金  3,252           

仕入割引  4,668           

受取褒賞金  12,815           

受取保険配当金  7,481           

雑収入  9,481  39,398  0.4

Ⅴ 営業外費用                

支払利息  2,932           

雑支出  296  3,228  0.1

経常利益       202,675  2.1

Ⅵ 特別利益                

貸倒引当金戻入益  97  97  0.0

Ⅶ 特別損失                

役員退職慰労引当金繰入
額  84,321           

損害補償損失  1,000  85,321  0.9

税金等調整前中間純利益       117,451  1.2

法人税、住民税及び事業
税  100,999           

法人税等調整額 △5,891  95,108  1.0

中間純利益       22,343  0.2

        



（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（千円） 

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利益  117,451

減価償却費  60,954

貸倒引当金増加・減少(△)額  △1,669

完成工事補償引当金増加・減少(△)額  1,300

賞与引当金増加・減少(△)額  △120,186

役員賞与引当金増加・減少(△)額  △26,500

退職給付引当金増加・減少(△)額  △7,434

受取利息及び配当金  △4,950

支払利息  2,932

役員退職慰労金  180

役員退職慰労引当金増加・減少(△)額  88,068

損害補償損失  1,000

売上債権の減少・増加(△)額  1,391,228

たな卸資産の減少・増加(△)額  △252,190

仕入債務の増加・減少(△)額  △1,727,782

未成工事受入金の増加・減少(△)額  952,096

未収消費税等の減少・増加(△)額  △38,294

未払消費税等の増加・減少(△)額  △56,787

その他営業活動より生じた資産の減少・

増加(△)額 
 61,162

その他営業活動より生じた負債の増加・

減少(△)額 
 △2,170

 小計  438,408

利息及び配当金の受取額  4,950

利息の支払額  △3,761

役員退職慰労金の支払額  △10,515

損害補償金の支払額  △1,000

法人税等の支払額  △295,958

  営業活動によるキャッシュ・フロー  132,124



  

  

  
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（千円） 

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  △11,817

投資有価証券の取得による支出  △7,678

その他投資活動による支出  △25,055

その他投資活動による収入  1,184

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △43,366

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  200,000

短期借入金の返済による支出  △250,000

自己株式の取得による支出  △438

配当金の支払額  △89,597

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △140,035

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額  △51,277

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,842,249

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,790,971

    



（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）   

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容  

(1）事業区分の方法  連結損益計算書の集計区分に市場及び事業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の内容 

建設事業            ビル設備工事、産業設備工事、環境設備工事 

機器販売及び情報システム事業  電気機器、空調及び冷凍機器、電動工具の販売、情報通信機器の施

工・販売、ソフトウェアの開発・販売 

産業用機器のメンテナンス事業  産業用機器の据付・保守・修理 

電子部品製造事業        電子部品の検査・せん別・組立 

その他の事業          損害保険代理店業務、水道施設管理受託業務 

２．当中間連結会計期間における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の金額は216,501

千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

在外連結子会社はありません。 

  

〔海外売上高〕 

海外売上高はありません。  

  

  
建設事業
（千円）   

機器販売及
び情報シス
テム事業 
（千円） 

  

産業用機器
のメンテナ
ンス事業 
（千円） 

 
電子部品製
造事業 
（千円） 

 
その他の事
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 
 4,531,728   2,382,891   1,666,834  787,549  77,292  9,446,297   －   9,446,297  

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 48,061   443,180   194,775  －  2,650  688,666  (688,666)  －  

計  4,579,789   2,826,072   1,861,610  787,549  79,942  10,134,964  (688,666)  9,446,297  

営業費用  4,515,639   2,771,194   1,722,672  700,137  74,507  9,784,151  (504,359)  9,279,792  

営業利益  64,150   54,877   138,937  87,412  5,434  350,812  (184,307)  166,505  
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