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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 227,571 ― 26,055 ― 27,719 ― 16,877 ―
20年3月期第2四半期 314,066 14.1 24,372 100.6 25,504 75.3 16,402 77.4

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 66.75 ―
20年3月期第2四半期 64.63 ―

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 479,373 217,563 45.3 858.94
20年3月期 466,772 207,536 44.4 819.59

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  217,157百万円 20年3月期  207,254百万円

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 ― ― ― 21.00 21.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 27.00 27.00

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 490,000 △11.1 50,000 11.4 48,500 3.5 31,000 3.3 122.62

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．平成21年３月期の個別および連結業績予想ならびに配当予想については、平成20年11月５日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」ならびに「平成
21年３月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」において修正を行っております。 
２．上記の予想は、当社が本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は、競合状況・為替の変動等環境の変化により異なる結果とな
ることがあります。業績予想の前提につきましては、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参照して下さい。 
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）を適用しています。また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載
しています。  

新規 0 社 （社名 ） 除外 0 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  259,052,929株 20年3月期  259,052,929株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  6,233,327株 20年3月期  6,178,157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  252,849,787株 20年3月期第2四半期  253,777,860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世界経済は、昨年から続く米国でのサブプライム問題がより一層深刻化し、米国など

での大手金融機関の破綻を契機として、世界的な金融危機が表面化しました。 

  その結果、米国、ユーロ圏および英国を中心に景気が減速し、BRICs諸国においても経済の先行きに不透明感が強まっ

ています。 

  また、わが国経済についても、サブプライム問題の影響および株式・為替市場の大幅な変動などにより、これまで足踏み状

態にあった景気が悪化しつつあります。 

  なお、日揮グループの総合エンジニアリング事業に も関係の深い産油・産ガス諸国については、これまで高騰を続けて

いた原油価格が下落しているものの、引き続き多くの設備投資が計画されています。 資機材価格の高騰およびプロジェクトを

遂行する熟練労働者の不足は依然として続いており、これらプラント建設コストの増大から、実施時期の再検討を行うプロジェ

クトも一部で生じています。 

 客先が発注した長納期機器の当社への契約譲渡が、第２四半期末迄に行われなかったこと、ならびに完成工事基準のプロ

ジェクトの売上の一部が、第３四半期にずれ込んだことにより、売上高は減少致しました。 

  このような状況のもと、日揮グループの当第２四半期連結累計期間の業績などについては、以下のとおりとなりました。 

経営成績  

*「前年同期比(％)」は「平成20年３月期 中間決算短信」において開示したデータを基に算出しています。 

  

    受注高 

     

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の受注残高は、契約金額の修正・変更および為替変動による修正を加

え、連結受注残高１兆352億円、単体受注残高１兆円となりました。    

  

セグメント別状況 

総合エンジニアリング事業 

 EPC（設計・調達・建設）ビジネスでは、アルジェリアで原油・ガス処理設備の建設プロジェクトを受注するな

ど、第１四半期連結会計期間におけるクウェートでの大型製油所建設プロジェクトおよびサウジアラビアでの大型

原油処理プロジェクトなどの受注に引き続き、順調にプロジェクトの受注を積み上げています。また、機動的なリ

スク・リソース管理を行うことで、受注済みプロジェクトの着実な遂行に注力してきました。 

 非EPCビジネスでは、中国の医薬品産業パーク向けのコンサルティング契約を締結するなど、これまで行ってきた

造水・発電事業権の獲得やCDM(Clean Development Mechanism)事業などに加え、医薬品分野での進展を図りまし

た。 

  

触媒・ファイン事業 

 触媒・ファイン事業では、日揮触媒化成㈱、日揮ユニバーサル㈱および日本ファインセラミックス㈱において、

触媒分野、ナノ粒子技術分野、クリーン・安全分野、電子材料・高性能セラミックス分野および次世代エネルギー

分野での生産・販売を行っています。 

 当第２四半期連結会計期間においては、各分野での供給能力の強化を図るとともに、原材料価格高騰への対策と

して、販売価格への転嫁、生産効率の向上およびコストダウンなどに努めました。 

  

  
当第２四半期連結累計期間 

(百万円) 
前年同期比(％)(*)

当第２四半期累計期間(単体) 

(百万円) 
前年同期比(％)(*)

売上高  227,571  △27.5  182,937  △33.0

営業利益  26,055  6.9  19,679  21.9

経常利益  27,719  8.7  25,894  29.0

四半期純利益  16,877  2.9  18,126  33.7

  
当第２四半期連結累計期間 

(百万円) 
割合(％) 

当第２四半期累計期間(単体) 

(百万円) 
割合(％)  

    海外  540,871  90.6  537,882  95.5

    国内  56,434  9.4  25,161  4.5

    合計  597,305  100.0  563,044  100.0



 以上のような取組みのもと、日揮グループの当第２四半期連結会計期間のセグメント別の業績につきましては、

以下のとおりとなりました。           

* 日揮ユニバーサル㈱は持分法適用会社のため、上記数値に含まれておりません。 

  

 なお、平成21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半期

決算短信（平成20年８月12日開示）をご参照下さい。 

      

２．連結財政状態に関する定性的情報 

＜財政状態＞ 

 当第２四半期連結会計期間末の連結財政状態は、総資産が4,793億73百万円となり、前期末比で126億１百万円増加

しました。また、純資産は2,175億63百万円となり、前期末比で100億27百万円増加しました。 

  

＜キャッシュ・フロー＞ 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前期末と比較し121億

92百万円増加し、1,768億９百万円となりました。 

 営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益297億10百万円や債権回収の順調な進展などの一方、法人税等

の支払があり、結果としては293億59百万円の増加となりました。 

 投資活動による資金は、資源開発事業を行う子会社への貸付や事業投資案件への出資による支出などにより142億

40百万円の減少となりました。 

 財務活動による資金は、配当金の支払などにより48億３百万円の減少となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年５月15日に発表しました業績予想の数値中、売上高が減少する見込みです。これは、客先が発注した長納

期機器の当社への契約譲渡が、今年度中に実施される可能性が低下したと判断したことによるものです。 

 なお、当該売上高の減少による利益への影響は、ほとんどありません。 

 本業績予想に使用している為替レートは、１米ドル＝95円、１ユーロ＝140円であります。 

   

（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＞ 

・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ため、前連結会計年度決算において算定

した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定している。 

・法人税等の算定ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定に関して、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いる。繰延税金資産の回収可能性の判定に関して、前連結会計年度末

以降に経営環境等に著しい変化がなく、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に

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、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化

が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当

該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっている。 

＜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もり、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いる。な

お、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。  

  

  
総合エンジニアリング事業 

(百万円) 

触媒・ファイン事業(*)  

(百万円) 

売上高  102,122  10,565

営業利益  14,147  804



（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会計基準等の改正に伴う変更 

・通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっていたが、

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）により算定している。これによる損益に与える影響は軽微である。 

・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り扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用している。これによる損益に与える影響はない。 

・当社および国内連結子会社の機械および装置の耐用年数については、従来より法人税法に定める耐用年数を適

用してきたが、平成20年度の法人税法の改正に基づく法定耐用年数の短縮に伴い、第１四半期連結会計期間よ

り耐用年数の短縮を行っている。これによる損益に与える影響は軽微である。 

・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）を適用している。また、四半期連結財務諸表は「四

半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載

している。 

②①以外の変更 

・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

いたが、「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））および「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、通常の売買取引に係る会計処理によってい

る。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いる。ただし、リース取引開始日が平成20年３月31

日以前である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いる。これによる損益に与える影響は軽微である。 

  

  



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 134,809 93,617

受取手形・完成工事未収入金等 60,906 68,131

有価証券 42,000 71,000

未成工事支出金 56,229 58,496

商品及び製品 7,619 5,292

仕掛品 2,608 1,654

原材料及び貯蔵品 4,471 3,200

その他のたな卸資産 178 99

未収入金 6,793 11,457

繰延税金資産 9,298 9,135

その他 6,006 3,063

貸倒引当金 △3 △532

流動資産合計 330,920 324,616

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 55,642 54,827

機械、運搬具及び工具器具備品 43,935 43,316

土地 26,580 26,516

リース資産 175 －

建設仮勘定 570 95

減価償却累計額 △59,051 △56,305

有形固定資産計 67,852 68,450

無形固定資産   

のれん 807 1,211

ソフトウエア 2,509 2,410

その他 112 115

無形固定資産計 3,429 3,737

投資その他の資産   

投資有価証券 48,090 47,695

長期貸付金 33,528 24,435

繰延税金資産 8,566 6,188

その他 2,480 2,390

貸倒引当金 △15,495 △10,741

投資その他の資産計 77,171 69,968

固定資産合計 148,453 142,155

資産合計 479,373 466,772



（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・工事未払金等 76,813 72,470

短期借入金 686 761

未払法人税等 10,928 9,368

未成工事受入金 106,204 111,955

完成工事補償引当金 492 694

工事損失引当金 2,320 2,611

賞与引当金 4,574 6,679

役員賞与引当金 135 289

繰延税金負債 － 36

その他 16,729 12,472

流動負債合計 218,885 217,339

固定負債   

長期借入金 18,189 17,299

退職給付引当金 15,732 15,699

役員退職慰労引当金 446 514

負ののれん 25 62

繰延税金負債 61 66

再評価に係る繰延税金負債 3,783 3,783

その他 4,684 4,471

固定負債合計 42,923 41,896

負債合計 261,809 259,236

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,511 23,511

資本剰余金 25,595 25,593

利益剰余金 173,884 160,310

自己株式 △5,647 △5,532

株主資本合計 217,343 203,882

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,506 8,055

繰延ヘッジ損益 △1,132 331

土地再評価差額金 △6,589 △6,589

為替換算調整勘定 1,029 1,574

評価・換算差額等合計 △186 3,372

少数株主持分 406 281

純資産合計 217,563 207,536

負債純資産合計 479,373 466,772



（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 227,571

売上原価 191,843

売上総利益 35,728

販売費及び一般管理費 9,672

営業利益 26,055

営業外収益  

受取利息 1,846

受取配当金 620

為替差益 1,344

固定資産賃貸料 335

負ののれん償却額 36

持分法による投資利益 2,205

その他 119

営業外収益合計 6,509

営業外費用  

支払利息 399

固定資産賃貸費用 161

貸倒引当金繰入額 4,201

その他 82

営業外費用合計 4,845

経常利益 27,719

特別利益  

固定資産売却益 31

投資有価証券売却益 2,577

貸倒引当金戻入額 18

その他 29

特別利益合計 2,656

特別損失  

固定資産除却損 40

投資有価証券評価損 611

その他 14

特別損失合計 665

税金等調整前四半期純利益 29,710

法人税等 12,846

少数株主損失（△） △13

四半期純利益 16,877



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 112,687

売上原価 92,898

売上総利益 19,789

販売費及び一般管理費 4,832

営業利益 14,957

営業外収益  

受取利息 914

受取配当金 133

固定資産賃貸料 171

負ののれん償却額 18

持分法による投資利益 1,044

その他 75

営業外収益合計 2,359

営業外費用  

支払利息 246

為替差損 1,703

固定資産賃貸費用 56

貸倒引当金繰入額 3,588

その他 53

営業外費用合計 5,649

経常利益 11,668

特別利益  

固定資産売却益 29

投資有価証券売却益 2,577

貸倒引当金戻入額 3

その他 29

特別利益合計 2,638

特別損失  

固定資産除却損 16

投資有価証券評価損 611

その他 3

特別損失合計 631

税金等調整前四半期純利益 13,675

法人税等 4,937

少数株主損失（△） △4

四半期純利益 8,742



（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 29,710

減価償却費 3,401

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,191

工事損失引当金の増減額（△は減少） △290

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31

受取利息及び受取配当金 △2,467

持分法による投資損益（△は益） △2,205

投資有価証券売却損益（△は益） △2,577

投資有価証券評価損益（△は益） 611

為替差損益（△は益） △977

売上債権の増減額（△は増加） 8,564

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,640

未収入金の増減額（△は増加） 5,045

仕入債務の増減額（△は減少） 4,117

未成工事受入金の増減額（△は減少） △7,259

その他 △2,373

小計 35,817

利息及び配当金の受取額 4,485

利息の支払額 △417

法人税等の支払額 △10,525

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,359

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 △2,555

投資有価証券の取得による支出 △7,523

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,396

長期貸付けによる支出 △7,578

その他 △1,980

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,240

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 1,019

配当金の支払額 △5,303

その他 △519

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,803

現金及び現金同等物に係る換算差額 50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,366

現金及び現金同等物の期首残高 164,617

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,826

現金及び現金同等物の四半期末残高 176,809



 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）を適用している。また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財

務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。 

  

（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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業の区分は、内部管理上採用している総合エンジニアリング事業と触媒・ファイン事業に区分している。

２ 各事業区分に属する主な内容 

  

  
総合エンジニ
アリング事業 
（百万円） 

触媒・ファイ
ン事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去または全
社（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  102,122  10,565  112,687  －  112,687

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 8  －  8  (8)  －

計  102,130  10,565  112,695  (8)  112,687

営業利益  14,147  804  14,952  5  14,957

  
総合エンジニ
アリング事業 
（百万円） 

触媒・ファイ
ン事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去または全
社（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  207,154  20,416  227,571  －  227,571

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 11  0  12  (12)  －

計  207,166  20,417  227,584  (12)  227,571

営業利益  24,284  1,760  26,044  11  26,055

  総合エンジニアリング事業 石油、石油精製、石油化学、ガス、LNG、一般化学、原子力、金属製錬、バ

イオ、食品、医薬品、医療、物流、IT、環境保全、公害防止等に関する装

置、設備および施設の計画、設計、調達、建設および試運転役務などのEPC

ビジネスならびに水・発電事業やCDM（排出権取引）事業を含む投資事業な

どの非EPCビジネス 

  触媒・ファイン事業 触媒分野（重質油の水素化精製・流動接触分解、灯軽油の脱硫などの石油精

製用触媒、化学品の水素化・異性化・酸化などの石油化学用触媒など）、ナ

ノ粒子技術分野（フラットパネルディスプレイ・半導体・化粧品・オプトな

どに使用される機能性素材）、クリーン・安全分野（環境触媒、脱臭・消臭

剤、オゾン分解触媒、酵素フィルタなど）、電子材料・高性能セラミックス

分野（エンジニアリングセラミックス、高品位アルミナ基板、低誘電率層間

絶縁膜、化学的機械研磨材料など）および次世代エネルギー分野（リチウム

イオン二次電池用正極材などのバッテリー分野ならびに太陽電池および燃料

電池用材料）における製品の製造、販売 



b. 所在地別セグメント情報 

当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（平成20

年４月１日～平成20年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略している。 

  

  

c. 海外売上高  

当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

２ 国または地域の区分の方法および各地域に属する主な国または地域 

(1）国または地域の区分の方法       地理的近接度による。 

(2）各区分に属する主な国または地域 

東アジア：     中国、韓国 

東南アジア：    ベトナム、インドネシア、シンガポール 

中東：       サウジアラビア、カタール、イエメン 

アフリカ：     ナイジェリア、アルジェリア 

その他の地域：   アメリカ、オーストリア、オーストラリア  

  

  東アジア 東南アジア 中東 アフリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 

（百万円） 
 1,569  17,713  43,888  436  936  64,545

Ⅱ 連結売上高 

（百万円） 
   112,687

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％） 

 1.4  15.7  39.0  0.4  0.8  57.3

  東アジア 東南アジア 中東 アフリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 

（百万円） 
 1,858  34,148  91,897  1,724  2,039  131,668

Ⅱ 連結売上高 

（百万円） 
   227,571

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％） 

 0.8  15.0  40.4  0.8  0.9  57.9

（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（百万円） 
百分比

（％） 

Ⅰ 売上高    314,066  100.0

Ⅱ 売上原価    280,451  89.3

売上総利益    33,614  10.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    9,242  2.9

営業利益    24,372  7.8

Ⅳ 営業外収益      

受取利息  3,104    

受取配当金  570    

固定資産賃貸収入  326    

のれん償却額  36    

持分法による投資利益  1,032    

雑収入  156  5,227  1.6

Ⅴ 営業外費用      

支払利息  291    

為替差損  1,373    

固定資産賃貸原価  169    

貸倒引当金繰入額  2,183    

雑支出  77  4,095  1.3

経常利益    25,504  8.1

Ⅵ 特別利益      

固定資産売却益  1    

投資有価証券売却益  147    

貸倒引当金取崩益  116    

その他特別利益  21  288  0.1

       

Ⅶ 特別損失      

固定資産売却損  0    

固定資産除却損  110    

投資有価証券評価損  23    

その他特別損失  7  141  0.1

税金等調整前中間純利益    25,650  8.1

法人税、住民税及び事業税  7,725    

法人税等調整額  1,536  9,261  2.9

少数株主損益    △13  △0.0

中間純利益    16,402  5.2

       



（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（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利益 25,650

減価償却費 2,799

のれん償却額 366

貸倒引当金の増加・減少（△）額 2,063

工事損失引当金の増加・減少（△）額 △ 1,888

退職給付引当金の増加・減少（△）額 △ 368

受取利息及び受取配当金 △ 3,675

支払利息 291

持分法による投資損失・利益（△） △ 1,032

投資有価証券売却益 △ 147

投資有価証券評価損 23

固定資産売却損 0

固定資産除却損 110

売上債権の減少・増加（△）額 △ 18,277

たな卸資産の減少・増加（△）額 △ 7,358

未収入金の減少・増加（△）額 1,702

仕入債務の増加・減少（△）額 1,745

未成工事受入金の増加・減少（△）額 15,921

その他 △ 1,372

小計 16,555

利息及び配当金の受取額 3,966

利息の支払額 △ 284

法人税等の支払額 △ 7,729

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,508

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 △ 3,847

有形固定資産の売却による収入 45

無形固定資産の取得による支出 △ 463

投資有価証券の取得による支出 △ 2,046

投資有価証券の売却による収入 568

短期貸付金の減少・増加（△）額 11

長期貸付けによる支出 △ 4,038

長期貸付金の回収による収入 657

その他 △ 154

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 9,269

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増加・減少（△）額 △ 2,275

長期借入金の返済による支出 △ 410

配当金の支払額 △ 3,802

少数株主への配当金の支払額 △ 12

自己株式の購入による支出 △ 157

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,658

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 468

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △ 2,950

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 159,410

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 156,459



（３）セグメント情報 

a. 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 

事業の区分は、内部管理上採用している総合エンジニアリング事業と触媒・化成品事業に区分している。 

２ 各事業区分に属する主な内容 

  

  
総合エンジニ
アリング事業 
（百万円） 

触媒・化成品
事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去または全
社（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  293,386  20,679  314,066  －  314,066

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 10  2  13  (13)  －

計  293,397  20,682  314,079  (13)  314,066

営業費用  271,771  17,948  289,720  (25)  289,694

営業利益  21,625  2,734  24,359  12  24,372

  総合エンジニアリング事業 石油、石油精製、石油化学、ガス、LNG、一般化学、原子力、金属製錬、バ

イオ、食品、医薬品、医療、物流、IT、環境保全、公害防止等に関する装

置、設備および施設の計画、設計、調達、建設および試運転役務ならびに附

帯関連事業 

  触媒・化成品事業 触媒分野（重質油の水素化精製・流動接触分解、灯軽油の脱硫などの石油精

製用触媒、化学品の水素化・異性化・酸化などの石油化学用触媒など）、ナ

ノ粒子技術分野（フラットパネルディスプレイ・半導体・化粧品・オプトな

どに使用される機能性素材）、クリーン・安全分野（環境触媒、脱臭・消臭

剤、オゾン分解触媒、酵素フィルタなど）、電子材料・高性能セラミックス

分野（エンジニアリングセラミックス、高品位アルミナ基板、低誘電率層間

絶縁膜、化学的機械研磨材料など）および次世代エネルギー分野（リチウム

イオン二次電池用正極材などのバッテリー分野ならびに太陽電池および燃料

電池用材料）における製品の製造、販売 



  

b. 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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略した。 

  

c. 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） 

 （注）１ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

２ 国または地域の区分の方法および各地域に属する主な国または地域 

(1）国または地域の区分の方法       地理的近接度による。 

(2）各区分に属する主な国または地域 

東アジア：     台湾、中国 

東南アジア：    インドネシア、ベトナム 

中東：       サウジアラビア、カタール、イエメン 

アフリカ：     ナイジェリア、アルジェリア 

その他の地域：   アメリカ 

  

  東アジア 東南アジア 中東 アフリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 

（百万円） 
 2,672  48,784  127,256  10,607  3,002  192,322

Ⅱ 連結売上高 

（百万円） 
   314,066

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％） 

 0.9  15.5  40.5  3.4  0.9  61.2



６．その他の情報  

受注高、売上高および受注残高 

 （注）１．各項目の金額は、消費税等を除いて記載している。 

    ２．総合エンジニアリング事業の「前連結会計年度末受注残高」は当第２四半期連結累計期間の為替換算修

正、契約金額の修正・変更および新規連結による増加をそれぞれ次のとおり含んでいる。 

３．触媒・ファイン事業については受注生産を行っていないため、「前連結会計年度末受注残高」、「当第２四

半期連結累計期間受注高」および「当第２四半期連結会計期間末受注残高」は記載していない。 

４．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。 

区分 
前連結会計年度末

受注残高 
（百万円） 

当第２四半期 
連結累計期間 

受注高 
（百万円） 

当第２四半期 
連結累計期間 

売上高 
（百万円） 

当第２四半期 
連結会計期間末 

受注残高 
（百万円） 

国内         

石油・ガス・資源開発関係  2,766  297  1,007  2,056

石油精製関係  99,104  27,383  22,654  103,832

ＬＮＧ関係  18  455  350  122

化学関係  43,886  12,494  30,386  25,995

発電・原子力・新エネルギー関係  7,777  2,524  3,067  7,234

生活関連・一般産業設備関係  29,284  3,005  14,873  17,416

環境・社会施設・情報技術関係  16,409  7,291  5,808  17,892

その他  551  2,981  890  2,642

計  199,797  56,434  79,038  177,193

海外         

石油・ガス・資源開発関係  36,333  271,300  30,740  276,892

石油精製関係  53,981  242,587  15,356  281,212

ＬＮＧ関係  53,334  10,644  19,647  44,332

化学関係  265,091  1,533  46,526  220,098

発電・原子力・新エネルギー関係  27,506  12,511  9,707  30,310

生活関連・一般産業設備関係  4,723  －  3,091  1,631

環境・社会施設・情報技術関係  －  0  0  －

その他  4,368  2,293  3,045  3,616

計  445,341  540,871  128,116  858,095

総合エンジニアリング事業 計  645,138  597,305  207,154  1,035,288

触媒・ファイン事業 計   －  －  20,416  －

合計   －  －  227,571  －

区分 
為替換算修正 
（百万円） 

契約金額の 
修正・変更 
（百万円） 

新規連結による
増加 

（百万円） 
計（百万円） 

石油・ガス・資源開発関係  3,085  △83  1  3,003

石油精製関係  865  －  7  872

ＬＮＧ関係  3,416  △4,598  －  △1,181

化学関係  389  △556  －  △166

発電・原子力・新エネルギー関係  307  △20  －  287

生活関連・一般産業設備関係  313  △132  －  181

環境・社会施設・情報技術関係  －  △546  －  △546

その他  △0  3  4,368  4,371

計  8,379  △5,933  4,378  6,823
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