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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 8,015 ― 267 ― 298 ― 148 ―

20年3月期第2四半期 8,890 15.8 540 154.3 569 125.7 267 126.1

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 26.25 ―

20年3月期第2四半期 47.16 ―

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 15,342 7,784 50.1 1,355.19
20年3月期 16,142 7,766 47.5 1,351.42

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,687百万円 20年3月期  7,669百万円

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 ― 0.00 ― 26.00 26.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 13.00 13.00

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  有  
 

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 18,900 △6.6 930 △25.7 980 △24.9 510 △24.1 89.89

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．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の
業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
  なお、平成20年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。上記予想に関する事項は、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 無

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  5,700,000株 20年3月期  5,700,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  27,602株 20年3月期  24,683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  5,674,359株 20年3月期第2四半期  5,676,370株



（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） 

  （注）１．個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

２．平成20年５月15日に公表いたしました通期の個別業績予想を修正しております。上記予想に関する事項は、

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覧ください。 

（％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 18,000 △7.0 870 △25.0 900 △25.3 470 △25.4 82 59



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我が国経済は、米国の大手金融機関の破綻による金融不安が世界的に波及し、

円高の進行や原材料価格の上昇による物価高騰などが企業収益を押し下げ、景気の減速感が強まってきました。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、企業収益の悪化に伴う設備投資の減少、不動産市況の低迷による相次

ぐ不動産関連企業の倒産など、厳しい状況にあります。また、公共投資も依然として低調に推移しており、景気の先

行きに不透明感が増してきております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループでは、積極的な営業活動を展開し、受注拡大と利益確保に努め

てまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は80億15百万円（前年同期比9.8％減）となりました。また、利益

面につきましては、売上高の減少や販売費及び一般管理費の増加等により、営業利益は２億67百万円（同50.5％

減）、経常利益は２億98百万円（同47.6％減）、四半期純利益は１億48百万円（同44.4％減）となりました。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期の割合が大きく、

また、販売費及び一般管理費の上半期・下半期の変動は小さいことから、下半期に利益が偏重する季節的変動があり

ます。 

  

 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。 

 管工機材販売事業につきましては、設備投資の減少や改正建築基準法の影響による住宅・ビル着工の減少等によ

り、売上高は40億67百万円（前年同期比14.1％減）となり、営業損失は13百万円（前年同期は75百万円の利益）と

なりました。 

 工事事業につきましては、新設工事が減少したことにより、売上高は35億62百万円（前年同期比8.2％減）とな

り、営業利益は２億58百万円（同43.9％減)となりました。 

 また、工事事業における受注工事高は、69億29百万円（同14.5％増）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、小型貫流蒸気ボイラーの更新需要等により、売上高は３億85百万円(同

42.9％増)となり、営業利益は22百万円（同518.1％増）となりました。 

  

※なお、上記の前年同四半期増減率（前年同四半期の金額)は当連結会計年度から導入された四半期報告制度の

「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用しているため、参考として記載しております。 

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態 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度末に比べて８億円減少し153

億42百万円、負債の部は８億18百万円減少し75億57百万円、純資産の部は18百万円増加し77億84百万円となりまし

た。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、未成工事支出金が９億50百万円増加したことによ

るものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛金並びに営業未収入金の合計額

が22億93百万円減少したことによるものであります。  

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が１億30百万円、未成工事受入金が３

億16百万円それぞれ増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及

び買掛金が９億43百万円、未払法人税等が２億39百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な増加要因といたしましては、その他有価証券評価差額金が18百万円増加し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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、27億27百万

円となり、前連結会計年度末より１億95百万円増加いたしました。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。  

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は４億64百万円となりました。この主な増減要因のうち、増加要因といたしまして

は、税金等調整前四半期純利益３億４百万円、売上債権の減少額22億95百万円及び未成工事受入金の増加額３億16

百万円等であり、主な減少要因といたしましては、たな卸資産の増加額10億18百万円、仕入債務の減少額９億43百

万円及び法人税等の支払額３億89百万円等であります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）  



 投資活動の結果使用した資金は２億48百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出４億22百万円

及び定期預金の払戻による収入２億16百万円等によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は20百万円となりました。この主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短

期借入れによる収入５億15百万円であり、減少要因といたしましては、短期借入金の返済による支出３億85百万円及

び配当金の支払額１億47百万円等によるものであります。 

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の業績につきましては、計画に対してほぼ予定通りに推移いたしましたが、企業収益の

悪化に伴う設備投資の減少や不動産市況の低迷による住宅・ビル着工の減少等、建設市場は縮小傾向にあり、当初想

定していた以上に厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況の中、平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、平成20年５月15日の決算短信で発表した

公表数値を以下の通り修正いたします。 

  

【通期業績予想の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）】 

（１）連結 

（単位：百万円) 

  （２）個別 

（単位：百万円) 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 19,700 1,030 1,080 570 

今回修正予想（Ｂ）  18,900 930 980 510 

増減額 （Ｂ－Ａ）  △800 △100 △100 △60 

増減率   （％）  △4.1 △9.7 △9.3 △10.5 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期） 
20,238 1,251 1,304 672 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 18,800 970 1,000 520 

今回修正予想（Ｂ）  18,000 870 900 470 

増減額 （Ｂ－Ａ）  △800 △100 △100 △50 

増減率   （％）  △4.3 △10.3 △10.0 △9.6 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期） 
19,365 1,160 1,204 630 



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） 

   たな卸資産の簿価切下げに関しては、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、簿価切下げを行う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 

（四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用） 

  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。 

（たな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

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（収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）に変更しております。なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

  「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、所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し

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。なお、リース取引開始日が適用

初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を引き続き採用しております。なお、これによる損益への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   

現金及び預金 3,319,461 2,920,046

受取手形及び売掛金 4,815,272 6,466,143

営業未収入金 1,384,274 2,027,313

有価証券 20,497 20,454

商品 436,269 373,936

原材料 24,815 20,834

未成工事支出金 1,802,615 851,885

貯蔵品 2,172 1,994

繰延税金資産 163,531 151,738

その他 129,152 99,443

貸倒引当金 △15,480 △27,299

流動資産合計 12,082,582 12,906,490

固定資産   

有形固定資産 1,765,480 1,781,416

無形固定資産 19,798 14,493

投資その他の資産   

投資有価証券 638,044 594,368

その他 864,708 875,306

貸倒引当金 △28,272 △29,700

投資その他の資産合計 1,474,481 1,439,974

固定資産合計 3,259,760 3,235,885

資産合計 15,342,342 16,142,375



（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   

支払手形及び買掛金 4,702,075 5,645,676

短期借入金 1,301,020 1,171,020

未払法人税等 159,858 399,856

未成工事受入金 476,397 159,676

賞与引当金 280,016 233,285

役員賞与引当金 15,240 35,480

完成工事補償引当金 13,630 21,700

工事損失引当金 39,600 －

その他 172,708 316,571

流動負債合計 7,160,547 7,983,266

固定負債   

繰延税金負債 104,135 82,976

再評価に係る繰延税金負債 150,987 150,987

退職給付引当金 2,069 394

役員退職慰労引当金 119,070 137,265

負ののれん 7,773 9,327

その他 12,933 11,336

固定負債合計 396,969 392,287

負債合計 7,557,516 8,375,553

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 525,000

利益剰余金 6,850,786 6,849,865

自己株式 △6,506 △4,814

株主資本合計 7,968,680 7,969,450

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,963 86,739

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

評価・換算差額等合計 △281,500 △299,724

少数株主持分 97,646 97,095

純資産合計 7,784,825 7,766,821

負債純資産合計 15,342,342 16,142,375



（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 8,015,480

売上原価 6,497,962

売上総利益 1,517,518

販売費及び一般管理費 1,249,799

営業利益 267,718

営業外収益  

受取配当金 9,138

受取賃貸料 13,588

持分法による投資利益 5,995

その他 19,693

営業外収益合計 48,415

営業外費用  

支払利息 11,293

その他 6,283

営業外費用合計 17,577

経常利益 298,556

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11,722

特別利益合計 11,722

特別損失  

固定資産除却損 958

固定資産売却損 872

投資有価証券評価損 1,830

会員権評価損 2,150

特別損失合計 5,811

税金等調整前四半期純利益 304,468

法人税、住民税及び事業税 151,999

法人税等調整額 1,028

法人税等合計 153,027

少数株主利益 2,504

四半期純利益 148,935



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 4,486,095

売上原価 3,689,925

売上総利益 796,170

販売費及び一般管理費 599,239

営業利益 196,930

営業外収益  

受取賃貸料 6,851

持分法による投資利益 6,747

その他 9,688

営業外収益合計 23,286

営業外費用  

支払利息 6,061

その他 2,071

営業外費用合計 8,132

経常利益 212,083

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,227

特別利益合計 1,227

特別損失  

固定資産売却損 872

会員権評価損 410

投資有価証券評価損 1,830

特別損失合計 3,112

税金等調整前四半期純利益 210,198

法人税、住民税及び事業税 139,298

法人税等調整額 △41,355

法人税等合計 97,942

少数株主利益 2,505

四半期純利益 109,750



（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 304,468

減価償却費 35,102

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,247

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,730

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,240

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △8,070

工事損失引当金の増減額（△は減少） 39,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,195

受取利息及び受取配当金 △13,197

支払利息 11,293

持分法による投資損益（△は益） △5,995

売上債権の増減額（△は増加） 2,295,740

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,018,125

その他の流動資産の増減額（△は増加） △28,704

仕入債務の増減額（△は減少） △943,600

未成工事受入金の増減額（△は減少） 316,721

未払消費税等の増減額（△は減少） △43,970

その他の流動負債の増減額（△は減少） △93,251

その他 11,097

小計 852,035

利息及び配当金の受取額 14,280

利息の支払額 △12,407

法人税等の支払額 △389,107

営業活動によるキャッシュ・フロー 464,800

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 △422,816

定期預金の払戻による収入 216,800

有形固定資産の取得による支出 △38,470

その他 △3,549

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,035

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 515,000

短期借入金の返済による支出 △385,000

配当金の支払額 △147,335

その他 △3,587

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 195,840

現金及び現金同等物の期首残高 2,531,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,727,376



 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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品系列及び販売方法の類似性並びに事業管理体制を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

〔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在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔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、海外売上高の記載は省略しております。 

  

（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。 

  
管工機材販売 
事業（千円） 

工事事業 
（千円） 

環境機器販売
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 
4,067,076 3,562,420 385,983 8,015,480 － 8,015,480 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

743 － － 743 (743) － 

計 4,067,820 3,562,420 385,983 8,016,224 (743) 8,015,480 

営業損益 △13,579 258,701 22,609 267,731 (13) 267,718 

事業区分 主要製品 

管工機材販売事業 鋼管、継手、バルブ、衛生陶器、住設機器類 

工事事業 計装工事、電気工事、メンテナンス工事、空調自動制御機器 

環境機器販売事業 小型貫流蒸気ボイラー、ＲＩ水分密度測定器、水処理装置、環境関連機器類  



「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） 

Ⅰ 売上高   8,890,296 

Ⅱ 売上原価   7,162,095 

売上総利益   1,728,201 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,187,782 

営業利益   540,418 

Ⅳ 営業外収益     

１．受取配当金 10,050   

２．賃貸収入 13,308   

３．仕入割引 7,217   

４．持分法による投資利益  2,147   

５．その他 11,780 44,504 

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息 10,277   

２．賃貸管理料 1,595   

３．売上割引  2,804   

４．その他 246 14,924 

経常利益   569,998 

Ⅵ 特別損失     

１．固定資産売却損 163   

２．固定資産除却損 318   

３. 投資有価証券評価損  1,371   

４. 会員権評価損 1,032   

５. 過年度役員退職慰労引当金繰入額  36,870 39,755 

税金等調整前中間純利益   530,243 

法人税、住民税及び事業税 243,791   

法人税等調整額 34,112 277,903 

少数株主損失   △15,346

中間純利益   267,685 

      



（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 530,243 

減価償却費 30,617 

貸倒引当金の増加（減少）額 860 

賞与引当金の増加(減少）額 △1,668 

役員賞与引当金の増加（減少）額 △14,710 

完成工事補償引当金の増加（減少）額 △4,500 

工事損失引当金の増加（減少）額  1,200 

退職給付引当金の増加（減少）額 △13,962 

役員退職慰労引当金の増加（減少）額 46,970 

受取利息及び受取配当金 △13,635 

支払利息 10,277 

投資有価証券評価損 1,371 

会員権評価損 1,032 

持分法による投資損失（利益） △2,147 

売上債権の減少（増加）額 877,051 

たな卸資産の減少（増加）額 △808,985 

仕入債務の増加（減少）額 △74,272 

未成工事受入金の増加（減少）額 279,191 

未払消費税等の増加（減少）額 △53,231 

その他流動負債の増加（減少）額 △46,493 

その他 △16,877 

小計 728,331 

利息及び配当金の受取額 14,772 

利息の支払額 △10,992 

法人税等の支払額 △313,589 

営業活動によるキャッシュ・フロー 418,521 

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 △176,967 

定期預金の払戻による収入 169,271 

その他投資等の売却による収入  26,442 

その他 △40,107 

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,360 

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 515,000 

短期借入金の返済による支出 △385,000 

配当金の支払額 △73,698 

その他 502 

財務活動によるキャッシュ・フロー 56,803 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加（減少）額 453,964 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,008,862 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,462,826 

    



（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  

       事業区分は、製品系列及び販売方法の類似性並びに事業管理体制を考慮して区分しております。 

    ２．各区分に属する主要な製品 

    ３．営業費用は、すべて各セグメントに配賦しております。 

〔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）において、本邦以外の国又は地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔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）において、海外売上高は連結売上高の

10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 

 
管工機材販売

事業 
（千円） 

工事事業 
（千円） 

環境機器販売
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 4,737,382 3,882,745 270,168 8,890,296 － 8,890,296 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
130 15 － 145 (145) － 

計 4,737,513 3,882,760 270,168 8,890,442 (145) 8,890,296 

営業費用 4,662,226 3,421,348 266,510 8,350,085 (206) 8,349,878 

営業損益 75,287 461,411 3,657 540,356 61 540,418 

事業区分 主要製品 

 管工機材販売事業 鋼管、継手、バルブ、衛生陶器、住設機器類 

 工事事業  計装工事、電気工事、メンテナンス工事、空調自動制御機器  

 環境機器販売事業  小型貫流蒸気ボイラー、ＲＩ水分密度測定器、水処理装置、環境関連機器類 



商品販売実績及び受注工事高・完成工事高・繰越工事高 
 
 ① 商品販売実績 

（単位：百万円） 
（参考） 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

 
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）

増 減 
（参考）前期 

（平成20年３月期）
期  別 

 

品  目 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

  ％ ％ ％ ％

管工機材販売事業   

管 ・ 継 手 類 2,003 39.2 1,630 35.9 △372 △18.6 4,056 38.6 

弁 類 1,252 24.5 1,110 24.4 △142 △11.4 2,541 24.1 

特 機 類 445 8.7 453 10.0 8 1.8 1,006 9.6 

そ の 他 商 品 1,035 20.2 872 19.2 △162 △15.7 2,190 20.8 

小 計 4,737 92.6 4,067 89.5 △670 △14.1 9,795 93.1 

工 事 事 業         

自 動 制 御 機 器 108 2.1 89 2.0 △19 △18.0 211 2.0 

環境機器販売事業         

環 境 関 連 機 器 類 270 5.3 385 8.5 115 42.9 511 4.9 

合 計 5,116 100.0 4,542 100.0 △574 △11.2 10,518 100.0 

 
 
 
 ② 受注工事高・完成工事高・繰越工事高 

（単位：百万円） 
（参考） 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

 
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）

増 減 
（参考）前期 

（平成20年３月期）
期  別 

 

区  分 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

  ％ ％ ％ ％

新 設 工 事 2,909 48.1 3,521 50.8 612 21.0 4,831 48.7 

既 設 工 事 1,785 29.5 2,043 29.5 258 14.5 3,542 35.7 

保 守 工 事 1,354 22.4 1,363 19.7 9 0.7 1,542 15.6 

         

受

注

工

事

高合 計 6,049 100.0 6,929 100.0 879 14.5 9,916 100.0 

         

新 設 工 事 1,753 46.5 1,401 40.3 △352 △20.1 4,565 47.0 

既 設 工 事 1,283 34.0 1,332 38.4 49 3.9 3,609 37.1 

保 守 工 事 737 19.5 738 21.3 1 0.2 1,544 15.9 

         

完

成

工

事

高合 計 3,773 100.0 3,473 100.0 △300 △8.0 9,720 100.0 

         

新 設 工 事 3,481 63.8 4,710 68.9 1,229 35.3 2,591 76.7 

既 設 工 事 1,286 23.6 1,428 20.9 141 11.0 717 21.2 

保 守 工 事 690 12.6 697 10.2 6 0.9 72 2.1 

         

繰

越

工

事

高 合 計 5,458 100.0 6,836 100.0 1,377 25.2 3,380 100.0 

 


	株式会社オーテック (1736) 平成21年3月期 第2四半期決算短信: 株式会社オーテック (1736) 平成21年3月期 第2四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -


