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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 25,685 ― △1,140 ― △875 ― △1,174 ―
20年3月期第2四半期 27,874 12.2 △306 ― 55 ― △659 ―

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 △25.82 ―
20年3月期第2四半期 △14.49 ―

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 88,303 45,313 50.9 988.63
20年3月期 102,925 46,721 45.0 1,018.97

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  44,974百万円 20年3月期  46,366百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 15.00

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 79,000 1.7 2,200 △32.4 2,450 △31.4 300 △63.7 6.59

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、４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．通期の業績予想につきましては、平成20年８月６日に公表いたしました予想から修正しております。詳細につきましては、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および平成20年10月31日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
  なお、上記の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作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
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。  

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  45,625,800株 20年3月期  45,625,800株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  133,604株 20年3月期  122,721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  45,498,714株 20年3月期第2四半期  45,511,145株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発したグロー

バルな金融危機による世界経済の減速や急激な円高、更には、原油・原材料価格の変動等の影響によっ

て企業収益は減少し、景気後退の兆しが鮮明になってきました。  

 機械業界では、国内の上下水道設備分野で公共投資が低調に推移し厳しい市場環境が続いており、産

業機械分野においても、景気後退の影響を受け国内外の設備投資は減少傾向にあります。  

 このような状況の下で当社グループは、国内の上下水道設備を主要マーケットとする水環境事業で

は、浄水場や下水処理場における汚泥処理設備の受注活動を展開し、産業事業では、国内外の各種産業

プラント・機器の受注活動を展開してまいりました。  

 その結果、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次の通りとなりました。  

 受注高は397億91百万円（前年同期比27億71百万円減少）、売上高は256億85百万円（前年同期比21億

88百万円減収）となりました。また損益面につきましては、減収の影響により、営業利益は△11億40百

万円（前年同期比８億34百万円減益）、経常利益は△８億75百万円（前年同期比９億30百万円減益）、

四半期純利益は△11億74百万円（前年同期比５億15百万円減益）となりました。  

 なお、当社グループの売上高は第４四半期に集中する傾向にあり、年間売上高に占める第２四半期連

結累計期間の割合は小さくなっております。   

  

当社グループは、事業の概要および業績について、国内の上下水道設備を主要マーケットとする水環

境事業と、国内外の化学、食品、砂糖、鉄鋼等の産業用設備を主要マーケットとする産業事業に区分し

ており、事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
  

 

  

(水環境事業)  

 水環境事業では、公共投資の縮減により機械設備の需要は低迷しておりますが、浄水場や下水処理

場の維持管理における契約期間の長期化や補修工事との包括化等の動きは拡大しております。 

 このような状況の下、当社グループは、機械設備需要の低迷に応じた事業規模の適正化を図りなが

ら、受注の確保に努めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間における水環境事業の受注高は199億31百万円（前年同期比

13億円減少）となり、売上高は114億93百万円（前年同期比22億１百万円増収）となりました。同営

業利益は△12億14百万円（前年同期比３億52百万円の改善）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

事業区分 主要な事業内容

 水環境事業
浄水場・下水処理場プラント、焼却設備、脱水機・乾燥機等の単体機器、浄水場・下
水処理場設備の運転・維持管理、補修等

 産業事業
化学・食品等のプラント、バイオマスエタノールプラント、真空技術応用装置、ろ過
機・分離機・乾燥機・ガスホルダー等の単体機器、廃液処理設備、固形廃棄物処理設
備、一般・産業廃棄物処理等
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(産業事業)  

 産業事業では、米国サブプライムローン問題に端を発する金融危機や原油・原材料価格の変動等の

影響により企業収益は減少し、これまで堅調に推移してきた国内外の設備投資にも影響が出始めまし

た。  

 このような状況の下、当社グループは、化学、鉄鋼プラント等の受注において一部遅れがみられる

ものの、国内外における焼却設備を中心とした受注の確保に努めてまいりました。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間における産業事業の受注高は198億59百万円（前年同期比14

億71百万円減少）となり、売上高は141億92百万円（前年同期比43億90百万円減収）となりました。

同営業利益は74百万円（前年同期比11億86百万円減益）となりました。  

  

 ※(注) 前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は883億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ146億21百

万円減少しました。 

 これは主に、受取手形及び売掛金が145億51百万円減少したことによるものです。  

 負債合計は429億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ132億13百万円減少しました。  

 これは主に、支払手形及び買掛金が89億36百万円、未払法人税等が17億95百万円それぞれ減少したこ

とによるものです。  

 純資産合計は453億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億８百万円減少しました。 

 これは主に、配当金の支払および四半期純損失等により利益剰余金が15億47百万円減少したことによ

るものです。  

  

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の残高は、前連結会計年度末に比べ39億89

百万円減少し、117億37百万円となりました。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す。 

  

営業活動の結果使用した資金は、９億83百万円となりました。 

 これは主に、売上債権の回収による売上債権の減少額145億51百万円等の増加要因はあったもの

の、税金等調整前四半期純損失20億４百万円、たな卸資産の増加額32億21百万円、仕入債務の減少額

89億36百万円および法人税等の支払額20億14百万円等の減少要因があったことによるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、22億77百万円となりました。 

 これは主に、有価証券の取得による支出22億98百万円等の減少要因があったことによるものです。

財務活動の結果使用した資金は、７億29百万円となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済３億45百万円および配当金の支払額３億74百万円等の減少要因があ

ったことによるものです。 

  

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況

(2) キャッシュ・フローの状況 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)
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今後の国内外の事業環境につきましては、米国サブプライムローン問題に端を発する金融市場の混乱

や、為替、原油価格、原材料価格の変動等の影響による企業収益の減少により、景気後退感が一層強ま

ってくるものと予想されます。 

 当社グループとしては、直面する厳しい事業環境を乗り切るため、差別化された技術、サービスの優

位性をもって、市場及び技術適用分野を拡大していくことで受注確保を図っていく所存です。  

 これらの状況を踏まえ、通期の連結業績は、売上高790億円、営業利益22億円、経常利益24億50百万

円、当期純利益３億円を見込んでおります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(税金費用の計算) 

税金費用については、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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。 

 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。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 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」(企業会計基準委員会

平成19年３月14日 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 「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

による簿価切下げの方法)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. 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 簡便な会計処理

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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
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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

  現金及び預金 9,787 11,774

  受取手形及び売掛金 24,519 39,070

  有価証券 3,997 4,301

  仕掛品 10,345 7,121

  原材料及び貯蔵品 251 253

  その他 6,084 6,000

  貸倒引当金 △ 69 △ 80

  流動資産合計 54,915 68,442

 固定資産

  有形固定資産 13,130 13,459

  無形固定資産 2,143 2,401

  投資その他の資産

   投資有価証券 15,591 16,045

   その他 2,628 2,693

   貸倒引当金 △ 106 △ 116

   投資その他の資産合計 18,114 18,622

  固定資産合計 33,388 34,483

 資産合計 88,303 102,925

負債の部

 流動負債

  支払手形及び買掛金 14,548 23,485

  短期借入金 200 200

  1年内返済予定の長期借入金 660 656

  未払法人税等 122 1,918

  前受金 6,507 4,778

  賞与引当金 1,402 1,504

  完成工事補償引当金 1,508 2,659

  工事損失引当金 346 239

  その他 4,054 6,887

  流動負債合計 29,349 42,328

 固定負債

  長期借入金 5,973 6,322

  退職給付引当金 6,381 6,291

  役員退職慰労引当金 298 343

  その他 987 917

  固定負債合計 13,640 13,875

 負債合計 42,990 56,203

純資産の部

 株主資本

  資本金 6,646 6,646

  資本剰余金 5,485 5,485

  利益剰余金 31,118 32,665

  自己株式 △ 115 △ 106

  株主資本合計 43,135 44,692

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 1,919 1,764

  繰延ヘッジ損益 △ 80 △ 89

  評価・換算差額等合計 1,839 1,674

 少数株主持分 338 355

 純資産合計 45,313 46,721

負債純資産合計 88,303 102,925
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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 25,685

売上原価 21,939

売上総利益 3,746

販売費及び一般管理費

 見積設計費 439

 役員報酬及び従業員給与・諸手当・賞与・福利費 1,518

 賞与引当金繰入額 345

 退職給付引当金繰入額 151

 役員退職慰労引当金繰入額 42

 その他 2,390

 販売費及び一般管理費合計 4,886

営業損失（△） △ 1,140

営業外収益

 受取利息 60

 受取配当金 267

 持分法による投資利益 7

 その他 63

 営業外収益合計 398

営業外費用

 支払利息 99

 その他 34

 営業外費用合計 133

経常損失（△） △ 875

特別利益

 固定資産売却益 0

 ゴルフ会員権売却益 3

 貸倒引当金戻入額 12

 特別利益合計 16

特別損失

 固定資産除売却損 7

 有価証券評価損 301

 投資有価証券評価損 700

 その他 136

 特別損失合計 1,145

税金等調整前四半期純損失（△） △ 2,004

法人税等 △ 826

少数株主損失（△） △ 2

四半期純損失（△） △ 1,174
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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損失（△） △ 2,004

 減価償却費 818

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 89

 賞与引当金の増減額（△は減少） △ 102

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少) △ 44

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 12

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △ 1,151

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 107

 受取利息及び受取配当金 △ 327

 支払利息 99

 持分法による投資損益（△は益） △ 7

 有形固定資産除売却損益（△は益） 7

 有価証券評価損益（△は益） 301

 投資有価証券評価損益（△は益） 700

 売上債権の増減額（△は増加） 14,551

 前受金の増減額（△は減少） 1,729

 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 3,221

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 8,936

 その他 △ 1,772

 小計 822

 利息及び配当金の受取額 312

 利息の支払額 △ 103

 法人税等の支払額 △ 2,014

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 983

投資活動によるキャッシュ・フロー

 有価証券の取得による支出 △ 2,298

 有価証券の売却及び償還による収入 300

 有形固定資産の取得による支出 △ 222

 有形固定資産の売却による収入 0

 無形固定資産の取得による支出 △ 90

 貸付けによる支出 △ 4

 貸付金の回収による収入 2

 その他の支出 △ 60

 その他の収入 96

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,277

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 350

 短期借入金の返済による支出 △ 350

 長期借入金の返済による支出 △ 345

 自己株式の取得による支出 △ 9

 配当金の支払額 △ 363

 少数株主への配当金の支払額 △ 11

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 3,989

現金及び現金同等物の期首残高 15,727

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,737
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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。 

  

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 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 水環境事業……浄水場・下水処理場プラント、焼却設備、脱水機・乾燥機等の単体機器、浄水場・下水処

理場設備の運転・維持管理、補修等  

(2) 産業事業………化学・食品等のプラント、バイオマスエタノールプラント、真空技術応用装置、ろ過機・

分離機・乾燥機・ガスホルダー等の単体機器、廃液処理設備、固形廃棄物処理設備、一

般・産業廃棄物処理等  

  

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) 

在外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。 

  

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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………サウジアラビア、中国、インド 

(2) その他の地域……ブラジル、ポルトガル 

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。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

水環境事業
(百万円)

産業事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 11,493 14,192 25,685 ― 25,685

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 11,493 14,192 25,685 (―) 25,685

 営業利益又は営業損失（△） △ 1,214 74 △ 1,140 (―) △ 1,140

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,263 1,230 5,494

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 25,685

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

16.6 4.8 21.4

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期の財務諸表 

 
  

「参考資料」

(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 27,874 100.0

Ⅱ 売上原価 23,344 83.8

   売上総利益 4,529 16.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 見積設計費 572

 ２ 役員報酬及び従業員給与・ 

   諸手当・賞与・福利費
1,572

 ３ 賞与引当金繰入額 391

 ４ 退職給付引当金繰入額 154

 ５ 役員退職慰労引当金繰入額 48

 ６ その他 2,095 4,835 17.3

   営業損失(△) △ 306 △1.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 19

 ２ 受取配当金 456

 ３ 保険金 21

 ４ その他 32 531 1.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 109

 ２ その他 59 169 0.6

   経常利益 55 0.2

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 496

 ２ 貸倒引当金戻入額 30

 ３ その他 13 541 1.9

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除売却損 2

 ２ 完成工事補償引当金繰入額 1,700

 ３ その他 31 1,734 6.2

   税金等調整前中間純損失(△) △ 1,137 △4.1

   法人税等  △ 535 △1.9

   少数株主利益 57 0.2

   中間純損失(△) △ 659 △2.4
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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

 １ 税金等調整前中間純損失(△) △ 1,137

 ２ 減価償却費 796

 ３ 退職給付引当金の増減額(減:△) 163

 ４ 賞与引当金の増減額(減:△) 58

 ５ 役員賞与引当金の増減額(減:△) △ 48

 ６ 役員退職慰労引当金の増減額(減:△) 17

 ７ 貸倒引当金の増減額(減:△) △ 589

 ８ 完成工事補償引当金の増減額(減:△) 705

 ９ 受取利息及び受取配当金 △ 476

 10 支払利息 109

 11 有形固定資産除売却損 2

 12 投資有価証券売却益 △ 496

 13 売上債権の増減額(増:△) 20,248

 14 前受金の増減額(減:△) 643

 15 たな卸資産の増減額(増:△) △ 4,910

 16 仕入債務の増減額(減:△) △ 9,342

 17 その他 △ 1,728

    小計 4,015

 18 利息及び配当金の受取額 478

 19 利息の支払額 △ 124

 20 法人税等の支払額 △ 1,528

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,841

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有価証券の売却及び償還による収入 1,600

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △ 516

 ３ 有形固定資産の売却による収入 0

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △ 326

 ５ 投資有価証券の売却による収入 725

 ６ 貸付けによる支出 △ 60

 ７ 貸付金の回収による収入 2

 ８ その他の支出 △ 182

 ９ その他の収入 560

   投資活動によるキャッシュ・フロー 1,804

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 450

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 650

 ３ 長期借入れによる収入 200

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 349

 ５ 自己株式の取得による支出 △ 6

 ６ 配当金の支払額 △ 364

 ７ 少数株主への配当金の支払額 △ 11

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 731

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減:△) 3,914

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 11,585

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 15,499
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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 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 水環境事業……浄水場・下水処理場プラント、焼却設備、脱水機・乾燥機等の単体機器、浄水場・下水処

理場設備の運転・維持管理、補修等 

(2) 産業事業………化学・食品等のプラント、バイオマスエタノールプラント、真空技術応用装置、ろ過機・

分離機・乾燥機・ガスホルダー等の単体機器、廃液処理設備、固形廃棄物処理設備、一

般・産業廃棄物処理等 

３ 追加情報 

   当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。  

 これにより、従来の方法と比較して営業費用は、水環境事業が11百万円、産業事業が11百万円それぞれ

増加し、水環境事業の営業損失は11百万円増加し、産業事業の営業利益は11百万円減少しております。 

  

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) 

在外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。 

  

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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………サウジアラビア、中国、韓国 

(2) その他の地域……ロシア 

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。 

  

(3) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

水環境事業 
(百万円)

産業事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 9,291 18,582 27,874 ―  27,874

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ―  ―

計 9,291 18,582 27,874 (―) 27,874

 営業費用 10,858 17,321 28,180 (―) 28,180

 営業利益又は営業損失(△) △1,567 1,260 △306 (―) △306

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,757 142 5,900

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 27,874

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

20.7 0.5 21.2
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 ① 受注実績表 

  

 
  

 ② 売上実績表 

  

 
  

 ③ 受注残高表 

  

 
  

6. その他の情報

【受注、売上及び受注残高の状況】

事業の種類別 
セグメント名称

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）

金額（百万円）

 水環境事業 19,931

 産業事業 19,859

 合計 39,791

事業の種類別 
セグメント名称

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）

金額（百万円）

 水環境事業 11,493

 産業事業 14,192

 合計 25,685

事業の種類別 
セグメント名称

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）

金額（百万円）

 水環境事業 53,627

 産業事業 37,816

 合計 91,443
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前年同四半期 

 ① 受注実績表 

  

 
  

 ② 売上実績表 

  

 
  

 ③ 受注残高表 

  

「参考資料」

事業の種類別 
セグメント名称

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）

 水環境事業 21,232

 産業事業 21,330

 合計 42,562

事業の種類別 
セグメント名称

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）

 水環境事業 9,291

 産業事業 18,582

 合計 27,874

事業の種類別 
セグメント名称

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）

 水環境事業 48,331

 産業事業 38,279

 合計 86,610
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