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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 83,790 ― 2,836 ― 3,423 ― 1,482 ―

20年3月期第2四半期 81,046 △8.8 1,053 △39.1 1,529 △34.2 △1,144 ―

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 40.32 ―

20年3月期第2四半期 △31.13 ―

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 134,067 65,834 46.5 1,696.49
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2四半期  62,389百万円 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 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 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  

（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。  

(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、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。  

(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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等はについては、３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  36,782,009株 20年3月期  37,982,009株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  6,323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2四半期  36,776,613株 20年3月期第2四半期  36,777,960株
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当第２四半期における世界経済は、アメリカのサブプライム・ローン問題を契機とする金融危機が世界

に広がり、各国の経済にも消費の落ち込み、製品在庫の増加という形で大きな影響が出てきました。しか

しながら、当社グループの国内及び海外の事業活動におきましては、期初の手持工事量が比較的豊富だっ

たこともあり、当第２四半期の業績は好調な結果となりました。 

当第２四半期の連結受注工事高は1,041億円となりました。内訳としましては、環境システム事業部の

受注工事高は592億円となりました。ビルのリニューアル分野や工場空調分野は、ほぼ計画通りの受注を

確保できましたが、過当競争が続く大型新築ビル市場におきましては、引き続き採算重視の受注方針を継

続しております。塗装システム事業部の受注工事高は、国内の大型案件を複数受注できたことから、449

億円と計画を大幅に上回ることができました。 

連結完成工事高は837億円となりました。内訳としましては、環境システム事業部は、大型工事の売上

が減少し、489億円となりました。塗装システム事業部は、国内及びアメリカ、タイにおける大型工事が

売上に寄与し、348億円となりました。 

利益面につきましては、完成工事総利益は、完成工事高の増加及び完成工事総利益率の大幅な改善によ

り103億98百万円となりました。完成工事総利益率が大幅に改善しましたのは、新築ビル部門における不

採算の大型工事がなくなったことや協力業者に対する工事発注プロセスの改善による手戻り・追加工事の

減少などによるものです。 

販売費及び一般管理費は、前期末に発生した退職年金資産の運用悪化に伴う数理差異の償却など人件費

が増加したことなどにより、75億61百万円となりました。営業利益は28億36百万円、経常利益は34億23百

万円となりました。株価低迷の影響を受け、投資有価証券評価損５億48百万円を特別損失として計上しま

した。これらの結果、法人税等や少数株主利益を控除した当第２四半期純利益は14億82百万円となりまし

た。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.7％減少し、1,045億８百万円となりました。これは現金預

金が174億10百万円減少し、受取手形・完成工事未収入金等が64億76百万円、未成工事支出金が13億41

百万円それぞれ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5.4％減少し、295億58百万円となりました。これは、投資有

価証券が14億72百万円減少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5.6％減少し、1,340億67百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.3％減少し、612億82百万円となりました。これは支払手

形・工事未払金等が61億32百万円、未成工事受入金が25億56百万円それぞれ減少し、未払法人税等が10

億27百万円増加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11.1％減少し、69億50百万円となりました。これは退職給付

引当金が２億24百万円、役員退職慰労引当金が４億30百万円それぞれ減少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8.6％減少し、682億32百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.3％減少し、658億34百万円となりました。これは為替換

算調整勘定が10億68百万円、利益剰余金が７億45百万円、その他有価証券評価差額金が６億94百万円そ

れぞれ減少し、自己株式が19億９百万円減少したことなどによります。 

  

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

度末に比べて171億39百万円減少し、147億97百万円となりました。 

【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】

2. 【連結財政状態に関する定性的情報】

（資産）

（負債）

（純資産）

（連結キャッシュ・フローの概況）
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当第２四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加及び仕

入債務の減少などにより、前連結会計年度末に比べて142億14百万円の資金減少となりました。 

当第２四半期連結会計期間末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

及び投資有価証券の取得などにより、前連結会計年度末に比べて10億60百万円の資金減少となりまし

た。 

当第２四半期連結会計期間末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、前連結会計年度末に比べて９億49百万円の資金減少となりました。 

  
  

当期の連結業績予想につきましては、世界経済が急速に冷え込んでいる中で、今後の企業設備投資は減

少傾向となってきております。これまで比較的好調に推移しておりました当社グループの受注状況もお客

様の投資計画の縮小や延期もあって楽観できない状況となっております。第３四半期以降に受注し当期の

収益予想に織り込んでいる工事につきましても不透明感が高まっているため、通期の連結業績予想につき

ましては、平成20年５月15日に発表した公表値を変更せず据え置きといたします。 

なお、当社の収益計上基準は、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

間及び第３四半期会計期間の収益は、他の四半期会計期間に比べ低くなる構造となっております。 

  
    

該当事項はありません。 
  

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２四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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況）

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況）

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況）

3. 【連結業績予想に関する定性的情報】

4. 【その他】

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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

3. 経過勘定項目の算定方法

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

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

連結会社相互間の取引の相殺消去
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「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。 

「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。 

「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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が15百万

円、経常利益が52百万円、税金等調整前四半期純利益が94百万円、四半期純利益が16百万円それぞ

れ減少しております。 

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。 

  

(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

2. 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

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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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 

現金預金 16,619 34,029 

受取手形・完成工事未収入金等 55,212 48,736 

未成工事支出金 21,942 20,601 

材料貯蔵品 483 544 

その他 10,715 7,540 

貸倒引当金 △464 △673 

流動資産合計 104,508 110,780 

固定資産 

有形固定資産 7,031 7,298 

無形固定資産 1,351 1,176 

投資その他の資産 

投資有価証券 18,026 19,498 

その他 3,392 3,503 

貸倒引当金 △243 △232 

投資その他の資産合計 21,175 22,769 

固定資産合計 29,558 31,243 

資産合計 134,067 142,024 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 39,081 45,213 

短期借入金 1,673 1,608 

未払法人税等 1,485 458 

未成工事受入金 10,873 13,429 

賞与引当金 764 － 

完成工事補償引当金 707 694 

工事損失引当金 1,069 713 

その他 5,628 4,709 

流動負債合計 61,282 66,827 

固定負債 

長期借入金 102 141 

退職給付引当金 3,393 3,617 

役員退職慰労引当金 158 588 

その他 3,295 3,469 

固定負債合計 6,950 7,816 

負債合計 68,232 74,644 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,455 6,455 

資本剰余金 7,297 7,716 

利益剰余金 45,333 46,078 

自己株式 △10 △1,919 

株主資本合計 59,076 58,331 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,344 5,038 

繰延ヘッジ損益 7 △8 

為替換算調整勘定 △1,038 30 

評価・換算差額等合計 3,313 5,060 

少数株主持分 3,444 3,987 

純資産合計 65,834 67,379 

負債純資産合計 134,067 142,024 
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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) 

完成工事高 83,790 

完成工事原価 73,392 

完成工事総利益 10,398 

販売費及び一般管理費 7,561 

営業利益 2,836 

営業外収益 

受取利息 177 

受取配当金 215 

保険配当金 168 

不動産賃貸料 75 

持分法による投資利益 28 

為替差益 67 

その他 93 

営業外収益合計 826 

営業外費用 

支払利息 43 

不動産賃貸費用 80 

在外子会社における配当分配税 37 

その他 78 

営業外費用合計 240 

経常利益 3,423 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 131 

投資有価証券売却益 5 

固定資産処分益 13 

役員退職慰労引当金戻入額 22 

特別利益合計 172 

特別損失 

固定資産処分損 27 

投資有価証券評価損 548 

在外子会社における過年度従業員福利基金積立
額 

41 

特別損失合計 616 

税金等調整前四半期純利益 2,979 

法人税、住民税及び事業税 1,657 

法人税等調整額 △364 

法人税等合計 1,293 

少数株主利益 203 

四半期純利益 1,482 
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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 2,979 

減価償却費 511 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △86 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △117 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 395 

受取利息及び受取配当金 △393 

支払利息 43 

投資有価証券売却損益（△は益） △5 

有形及び無形固定資産処分損益（△は益） 13 

投資有価証券評価損益（△は益） 548 

売上債権の増減額（△は増加） △7,921 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,400 

立替金の増減額（△は増加） 1,448 

未収入金の増減額（△は増加） △167 

仕入債務の増減額（△は減少） △5,095 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,840 

未払消費税等の増減額（△は減少） △112 

預り金の増減額（△は減少） △375 

未払費用の増減額（△は減少） △513 

その他 △1,788 

小計 △13,953 

利息及び配当金の受取額 401 

利息の支払額 △42 

法人税等の支払額 △619 

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,214 

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 △1,945 

定期預金の払戻による収入 1,840 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △820 

有形及び無形固定資産の売却による収入 99 

投資有価証券の取得による支出 △729 

投資有価証券の売却による収入 464 

長期貸付けによる支出 △15 

長期貸付金の回収による収入 47 

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 51 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△13 

その他 △36 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,060 
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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) 

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） 187 

長期借入金の返済による支出 △110 

自己株式の売却による収入 0 

自己株式の取得による支出 △2 

配当金の支払額 △735 

少数株主への配当金の支払額 △288 

財務活動によるキャッシュ・フロー △949 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △915 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,139 

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 14,797 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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 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 

3 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更に記載のとおり、第１四半期会計期間

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」を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が15百万円減少してお

り、それは東アジアにおけるものであります。 

  
【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) 

 
(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、フランス、ハンガリー、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) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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)

売上高
外部顧客に対する
売上高

52,170 7,564 18,008 3,528 2,518 83,790  ─ 83,790

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

1,500         7       64        8        5 1,585 (1,585) ─

計 53,671 7,571 18,072 3,536 2,524 85,376 (1,585) 83,790

営業利益又は 
営業損失(△)

2,177     △234      902       94    △344 2,594       242 2,836

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) 7,221 18,960 6,873 4,102 37,158

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ─ ─ ─ ─ 83,790

Ⅲ 連結売上高に占める海外
    売上高の割合(%)

8.6 22.6 8.2 4.9 44.3
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※ 平成20年８月29日に自己株式の消却(1,200千株、1,912百万円)を行いました。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 (百万円) 6,455 7,716 46,078 △1,919 58,331

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額

 剰余金の配当 △735 △735

 四半期純利益 1,482 1,482

 自己株式の取得 △2 △2

 自己株式の処分 △0 0 0

 自己株式の消却 ※ △419 △1,492 1,912

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額合計(百万円)

─ △419 △745 1,909 745

当第２四半期連結会計期間末残高 
(百万円)

6,455 7,297 45,333 △10 59,076
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【参考】

前中間連結損益計算書

科目

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)

金額(百万円) 比率(％)

Ⅰ 完成工事高 81,046 100.0

Ⅱ 完成工事原価 73,044 90.1

   完成工事総利益 8,001 9.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,948 8.6

   営業利益 1,053 1.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 176

 ２ 受取配当金 245

 ３ 受取保険配当金 151

 ４ 不動産賃貸料 76

 ５ その他 57

   計 707 0.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 78

 ２ 不動産賃貸費 80

 ３ 持分法による投資損失 18

 ４ 為替差損 23

 ５ その他 29

   計 230 0.3

   経常利益 1,529 1.9

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入額 8

 ２ 投資有価証券売却益 26

 ３ 固定資産処分益 21

   計 56 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 87

 ２ 投資有価証券評価損 36

   計 124 0.2

   税金等調整前中間純利益 1,461 1.8

   法人税、住民税及び事業税 881 1.1

   法人税等調整額 1,280 1.5

   少数株主利益 444 0.6

   中間純損失(△) △1,144 △1.4
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

科目

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)

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 1,461

 ２ 減価償却費 467

 ３ 貸倒引当金の増加額 57

 ４ 退職給付引当金の減少額(△) △207

 ５ 役員退職慰労引当金の減少額(△) △88

 ６ 受注工事損失引当金の減少額(△) △31

 ７ 受取利息及び受取配当金 △421

 ８ 支払利息 78

 ９ 投資有価証券売却益 △26

 10 有形固定資産・無形固定資産処分益 △21

 11 投資有価証券評価損 36

 12 売上債権の減少額 14,464

 13 たな卸資産の増加額(△) △776

 14 立替金の減少額 3,073

 15 未収入金の減少額 231

 16 仕入債務の減少額(△) △16,082

 17 未成工事受入金の増加額 7,595

 18 立替支払手形の減少額(△) △784

 19 未払消費税等の減少額(△) △535

 20 預り金の減少額(△) △1,099

 21 未払費用の減少額(△) △352

 22 その他 875

      小計 7,912

 23 利息及び配当金の受取額 412

 24 利息の支払額 △77

 25 法人税等の支払額 △1,431

  営業活動によるキャッシュ・フロー 6,816

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △1,993

 ２ 定期預金の払戻しによる収入 1,800

 ３ 有形固定資産・無形固定資産の取得による支出 △1,067

 ４ 有形固定資産・無形固定資産の売却による収入 21

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △968

 ６ 投資有価証券の売却による収入 1,539

 ７ 長期貸付金の回収による収入 187

 ８ 保険積立金の取得による支出 △4

 ９ 保険積立金の取崩による収入 10

 10 その他 △57

  投資活動によるキャッシュ・フロー △531

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純減少額(△) △3,858

 ２ 長期借入れによる収入 100

 ３ 長期借入金の返済による支出 △185

 ４ 自己株式の取得による支出 △1

 ５ 自己株式の売却による収入 0

 ６ 配当金の支払額 △827

 ７ 少数株主への配当金の支払額 △331

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,105

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 485

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,664

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 16,698

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 18,363
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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) 

 
(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 

  

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 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。 

  

セグメント情報

【所在地別セグメント情報】

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)

売上高
外部顧客に対する 
売上高

47,784 2,929 17,976 5,891 6,463 81,046  ─ 81,046

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

      950        26       57       48      199    1,282   △1,282  ─

計 48,735 2,956 18,034 5,939 6,662 82,328 (1,282) 81,046

営業利益又は 
営業損失(△)

    △666      △95      948      264      490      941       112 1,053

【海外売上高】

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) 2,652 18,527 7,138 11,672 39,990

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ─ ─ ─ ─ 81,046

Ⅲ 連結売上高に占める海外
    売上高の割合(%)

3.3 22.8 8.8 14.4 49.3
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当第２四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である五洲大気社工程有限公司は、同社の

持分法適用関連会社であった北京五洲大気社設備有限公司に対して追加出資し、同社の連結子会社と

いたしました。それに伴い、北京五洲大気社設備有限公司は、当社の持分法適用関連会社から連結子

会社となりました。 

なお、当該出資は平成20年４月29日に行われましたが、みなし取得日を平成20年４月１日としてお

ります。 

  

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

前中間連結会計期間
当第２四半期
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９月30日) 至 平成20年９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 16,388 21.1 14,466 13.9 △1,922 △11.7

産業空調 43,479 55.9 44,752 43.0 1,273 2.9

小計 59,868 77.0 59,219 56.9 △649 △1.1

(うち海外) (19,245) (24.7) (18,521) (17.8) (△724) (△3.8)

塗装システム事業 17,897 23.0 44,945 43.1 27,048 151.1

(うち海外) (10,240) (13.2) (27,039) (25.9) (16,799) (164.1)

合計 77,766 100.0 104,165 100.0 26,399 33.9

(うち海外) (29,486) (37.9) (45,560) (43.7) (16,074) (54.5)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 18,896 23.3 9,789 11.7 △9,107 △48.2

産業空調 36,521 45.1 39,121 46.7 2,600 7.1

小計 55,417 68.4 48,910 58.4 △6,507 △11.7

(うち海外) (18,661) (23.0) (15,681) (18.7) (△2,980) (△16.0)

塗装システム事業 25,628 31.6 34,879 41.6 9,251 36.1

(うち海外) (21,329) (26.3) (21,477) (25.6) (148) (0.7)

合計 81,046 100.0 83,790 100.0 2,744 3.4

(うち海外) (39,990) (49.3) (37,158) (44.3) (△2,832) (△7.1)

(2) 関係会社の状況
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