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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 41,417 ― △338 ― △563 ― △897 ―

20年3月期第3四半期 38,456 2.0 △534 ― △294 ― △460 ―

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3四半期 △16.32 ―

20年3月期第3四半期 △8.37 ―

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3四半期 46,707 18,707 40.0 339.37
20年3月期 46,925 20,966 44.2 376.61

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  18,672百万円 20年3月期  20,724百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 6.00

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 60,500 △0.3 720 △15.3 450 △58.6 △250 ― △4.54

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5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．平成20年12月に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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。なお、上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、5ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する
定性的情報をご覧ください。  

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3四半期  55,176,000株 20年3月期  55,176,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  154,704株 20年3月期  147,574株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  55,025,213株 20年3月期第3四半期  55,038,361株
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 （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） 

（％表示は対前期増減率）  

  （注）個別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  30,000  1.9 △140 － 230 △55.4 △480  －  △8 72
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 当第３四半期連結累計期間は、特に昨年10月以降、世界同時不況の影響により事業環境が極めて大きく変化し、

当社グループの受注状況にも影響がでてまいりました。 

 このような状況において、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は414億17百万円（前期比7.7％

増）、営業損失は3億38百万円（前期の営業損失は5億34百万円）、経常損失は5億63百万円（前期の経常損失は2億

94百万円）、第３四半期純損失は8億97百万円（前期の第３四半期純損失は4億60百万円）となりました。 

  

 売上高につきましては、化学品関連事業、燃料関連事業および情報システム関連事業での増加が建設資材関連事

業の落ち込みをカバーし、前期に比べ増加いたしました。 

 また、営業損失につきましては、売上高の増加および利益率の改善による売上総利益の増加により、ゼネコン・

ディベロッパーに対する不良債権の発生、ならびに一般債権に対する貸倒実績率上昇による貸倒引当金繰入額の増

加による経費増をカバーし前期に比べ減少いたしました。 

 一方、経常損失につきましては、持分法投資損益3億75百万円の減少を主要因として前期に比べ増加し、また、第

３四半期純損失につきましては、前期は適格退職年金制度終了益1億26百万円の計上があったことから前期に比べ増

加いたしました。 

  

  

＜事業の種類別セグメントの状況＞ 

 営業損益の大きい事業セグメント順に記載いたします。 

  

〔化学品関連事業〕 

 「無機・有機化学品」は、特に上半期までの市場の極端な値上げ基調のなか、当社では、お客様に単価アップの

ご理解をいただく一方で、当社の強みを活かした使用済み化学品の引き取りや新たな化学品の増販に傾注いたしま

した結果、売上高は前期を上回りました。また、営業利益は、第１四半期における大口のお客様の生産中止による

影響を受けたものの、前期比で微減にとどめることができました。一方、北陸地区を事業基盤とする子会社では、

医薬品関連の既存のお客様との取引拡大が功を奏し、売上高および営業利益ともに前期比で増加いたしました。 

 「医薬品原薬」は、ジェネリック医薬品の使用促進策が推進されるなか、当初想定以上に需要が拡大したことか

ら、売上高および営業利益ともに前期比で増加いたしました。 

 以上の結果、売上高は159億34百万円、営業利益は6億81百万円となりました。 

 なお、従来、当社樹脂・エレクトロニクス関連事業部にて取り組んできた樹脂材料ビジネスについて、今後のさ

らなる拡販を図るべく、昨年11月より当社化学品関連事業部へ移管いたしました。この移管に伴う売上高増加額は1

億15百万円であります。 

  

〔燃料関連事業〕 

 これまで高騰が続いてきた原油価格が昨年7月をピークに下落基調に転じ、それに伴い「産業用燃料」および「Ｌ

ＰＧ」の仕入価格が大きく変動する一方で、景気悪化に伴う需要減の影響により厳しい状況で推移いたしました。

この状況において、地域密着型の営業活動を展開してまいりました結果、売上高は58億78百万円、営業利益は2億6

百万円となりました。 

  

〔空調設備工事関連事業〕 

 「首都圏」は、マンション市況が大幅に低迷し、さらに昨年10月以降、計画延期、中断、または規模縮小となっ

た工事物件が多発するなか、リニューアル工事案件を中心に提案型営業を積極的に展開し受注拡大に努めてまいり

ました。 

 「北陸地区」は、建設需要がますます低迷するなか、既存のお客様の設備に対する保守・サポート体制を強化

し、きめ細かなサービスを展開することで、そこから派生する工事案件の受注獲得に努めてまいりました。 

 以上の結果、受注高は、リニューアル工事案件が着実に受注に結びついたものの、マンション市況低迷の影響を

受け、65億5百万円となりました。一方、売上高は首都圏の前期以前に受注した大型オフィスビル案件の完工増加に

より、北陸地区の大型工事案件は減少したものの70億75百万円、営業利益は利益率の改善による売上総利益の増加

により、人員増に伴う経費増および不良債権の発生をカバーし1億94百万円となりました。 

  

〔情報システム関連事業〕 

 「北陸地区」は、地域密着型のサポート体制を武器に、既存のお客様との取引拡大を図るとともに、新規のお客

様開拓を進めてまいりました。 

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 
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 「首都圏」は、当社オリジナルのソリューションを武器に、ビジネスの拡大を推進してまいりました。 

 「オリジナルソフトサービス面」では、昨年8月にリリースしたメジャーバージョンアップ版「POWER EGG®2.0」

の拡販に注力した結果、本年1月16日をもってPOWER EGG®導入社数1,000社を達成いたしました。 

 以上の結果、受注高は、前期、北陸地区で大型案件を受注したこともあり49億13百万円となりました。一方、売

上計上が第２四半期末ならびに年度末に集中するという特徴があることから、売上高は40億61百万円、営業損益は

56百万円の損失となりました。 

  

〔樹脂・エレクトロニクス関連事業〕 

 「金型・樹脂成形品、複合ユニット製品」は、当事業の主要マーケットであります自動車部品向けについて、北

米市場に端を発した世界規模での需要低迷の影響を大きく受け売上高が大幅に減少いたしました。また、平成19年

11月よりベトナム第2工場を稼働させ生産能力を向上させたものの、この需要低迷により、当初生産計画対比約20％

減となり、特に直近では計画対比約60％減と予想を遥かに超えた稼働率減を余儀なくされております。 

 「電子部品・電子材料関連」は、電子セラミック分野で既存のお客様での需要減の影響を受け売上高は減少いた

しましたものの、前期後半より新たに取り組み始めた部品実装ビジネスの増加により売上高は増加いたしました。 

 以上の結果、売上高は金型・樹脂成形品の大幅減により20億49百万円、営業損益は利益率の悪化も加わり1億47百

万円の損失となりました。 

 なお、前述のとおり、当社樹脂・エレクトロニクス関連事業部にて取り組んできた樹脂材料ビジネスについて、

昨年11月より当社化学品関連事業部へ移管いたしました。この移管に伴う売上高減少額は1億15百万円であります。

  

〔建設資材関連事業〕 

 「首都圏の分譲マンション向け」は、首都圏の新規マンション販売戸数が激減する厳しい事業環境のなか、これ

まで培ってきた商品調達力を武器に、利益率の向上を目指し、ディベロッパーやゼネコン等のお客様に対して積極

的な提案活動を推進してまいりました。 

 「北陸地区」は、厳しい事業環境が続くなか、メンテナンスおよびリニューアルを切り口として地域密着型の営

業活動を展開してまいりました。 

 以上の結果、受注高は、マンション市況低迷および北陸地区の建設需要低迷の影響を受け、110億49百万円となり

ました。また、売上高は71億93百万円、営業損益は利益率の改善および経費削減に努めましたものの、不良債権の発

生により2億79百万円の損失となりました。  

  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産残高は、467億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億17百万円減少い

たしました。主な要因は、受取手形及び売掛金28億8百万円の減少、仕掛品40億25百万円の増加、投資有価証券14億

75百万円の減少であります。 

 負債残高は、280億円となり、前連結会計年度末に比べ20億41百万円増加いたしました。主な要因は、流動負債の

その他に含まれる前受金29億59百万円の増加、固定負債のその他に含まれる繰延税金負債4億64百万円の減少であり

ます。 

 純資産残高は、187億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億59百万円減少いたしました。 

  これらの結果、連結ベースの自己資本比率は、前連結会計年度末の44.2%から40.0%となり、1株当たりの純資産額

は、前連結会計年度末の376円61銭から339円37銭に減少いたしました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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34億3百万円となり、前連結会計年度末と比較

して4億4百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は10億4百万円の収入となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少

額29億42百万円、その他に含まれる前受金の増加額29億97百万円であります。主なマイナス要因は、税金等調整前

四半期純損失6億43百万円、たな卸資産の増加額40億82百万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は7億94百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の取得に

よる支出3億68百万円、有形固定資産の取得による支出2億22百万円、無形固定資産の取得による支出2億14百万円で

あります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は1億97百万円の収入となりました。主なプラス要因は、短期借入金の増

加額6億1百万円であります。主なマイナス要因は、配当金の支払額3億30百万円であります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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 連結経営成績に関する定性的情報に記載いたしましたとおり、世界同時不況の影響を受け、特に第４四半期以降

のお客様での生産計画・設備投資計画等の大幅な見直しに伴い受注状況が急激に悪化する見込みから、業績予想を

修正せざるを得ない状況に陥りました。 

 売上高については、燃料関連子会社において、原油価格急落の影響を受け前回予想を大幅に下回る見込みである

ことに加え、 

①当社空調設備工事関連事業部および北陸地区の建設資材関連子会社において、計画延期、中断、または規模縮小

となった期中完成予定物件が多発していること 

②当社化学品関連事業部において、お客様での急激な生産調整に伴い化学品の需要が大幅に減少する見込みである

こと 

③樹脂・エレクトロニクス関連事業において、主力である自動車部品用金型・樹脂成形品が世界規模での自動車販

売の不振により減少していること 

等により前回予想を下回る見通しであります。 

 また、損益面については、利益率の改善および経費削減に努めましたものの、上記売上高減少に伴う売上総利益

の減少に加え、 

①当社持分法適用会社でありますニッコー株式会社（当社持分15.6％）において、債権取立不能のおそれ（2億88

百万円）が発生したことに伴い、その債権額の当社持分相当額を持分法投資損失として見込んだこと 

②急激な円高の進行に伴い投資事業組合運用損が増加したこと 

③樹脂・エレクトロニクス関連事業のベトナム子会社Aureole Business Components & Devices Inc.ドンナイ工場

（ホーチミン近郊）について、稼働率の著しい低下により営業損益が赤字となり、また、この赤字解消には今し

ばらくかかるとの想定から、固定資産の減損（1億35百万円）を見込んだこと 

等により、営業損益、経常損益、当期純損益ともに前回発表予想を下回る見通しであります。 

 なお、平成20年12月12日に発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりであります。  

  

  

  該当事項はありません。   

   

(簡便な会計処理) 

①当第３四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

る場合は、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する方法によっております。 

②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。 

③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場合は、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ます。 

  

(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３四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 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   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  

 前回発表予想（Ａ） 
 百万円

 64,700

百万円

 790

百万円

 615

百万円

 125

 円 銭

2 27

 今回修正予想（Ｂ）  60,500    720  450    △250 △4 54

 増減額（Ｂ－Ａ）    △4,200    △70    △165  △375  △6 81

 増減率（％）    △6.5    △8.9    △26.8     －   －

 前期実績    60,693    850  1,088  580  10 56

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 
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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。 

 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。  

  

（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 

(会計処理基準に関する事項の変更) 

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。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

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、主として総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）により算定しております。 

  なお、変更による損益への影響額は軽微であります。 

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 

  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扱い」（実

務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

  なお、変更による損益への影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

  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お

りましたが、「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））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、リース取引開始日が平成20年４月１日以後の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る会計処理によっております。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。 

  リース取引開始日が平成20年３月31日以前の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おります。 

  なお、変更による損益への影響はありません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,644 3,273

受取手形及び売掛金 13,824 16,633

完成工事未収入金 1,038 1,193

商品及び製品 1,541 951

仕掛品 6,446 2,420

未成工事支出金 977 1,571

原材料及び貯蔵品 123 80

その他 1,072 913

貸倒引当金 △130 △66

流動資産合計 28,538 26,971

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,405 4,601

土地 3,677 3,677

その他（純額） 739 818

有形固定資産合計 8,823 9,096

無形固定資産   

ソフトウエア 759 742

その他 156 184

無形固定資産合計 915 927

投資その他の資産   

投資有価証券 7,010 8,486

その他 1,712 1,558

貸倒引当金 △292 △114

投資その他の資産合計 8,430 9,930

固定資産合計 18,169 19,954

資産合計 46,707 46,925
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,089 9,885

工事未払金 739 1,007

短期借入金 8,701 8,078

未払法人税等 198 435

役員賞与引当金 38 134

受注損失引当金 39 27

完成工事補償引当金 33 35

その他 6,095 3,612

流動負債合計 25,937 23,214

固定負債   

長期借入金 149 250

退職給付引当金 92 73

役員退職慰労引当金 450 431

その他 1,369 1,989

固定負債合計 2,063 2,744

負債合計 28,000 25,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 2,702 2,702

利益剰余金 12,065 13,293

自己株式 △35 △34

株主資本合計 18,433 19,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 562 1,297

繰延ヘッジ損益 △13 △14

為替換算調整勘定 △309 △221

評価・換算差額等合計 239 1,061

少数株主持分 34 242

純資産合計 18,707 20,966

負債純資産合計 46,707 46,925
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 41,417

売上原価 35,581

売上総利益 5,835

販売費及び一般管理費 6,174

営業損失（△） △338

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 97

仕入割引 71

負ののれん償却額 1

その他 147

営業外収益合計 331

営業外費用  

支払利息 102

持分法による投資損失 320

その他 133

営業外費用合計 555

経常損失（△） △563

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

たな卸資産評価損 5

固定資産売却損 0

固定資産除却損 8

投資有価証券売却損 2

投資有価証券評価損 57

その他 7

特別損失合計 81

税金等調整前四半期純損失（△） △643

法人税等 241

少数株主利益 12

四半期純損失（△） △897
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △643

減価償却費 616

負ののれん償却額 △1

持分法による投資損益（△は益） 320

投資事業組合運用損益（△は益） 47

投資有価証券評価損益（△は益） 57

貸倒引当金の増減額（△は減少） 242

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △95

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20

受注損失引当金の増減額（△は減少） 12

受取利息及び受取配当金 △111

支払利息 102

投資有価証券売却損益（△は益） 2

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 8

売上債権の増減額（△は増加） 2,942

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,082

仕入債務の増減額（△は減少） △46

転貸リースに係る売上修正に伴う増減額（△は減
少）

△303

その他 2,503

小計 1,611

利息及び配当金の受取額 130

利息の支払額 △85

法人税等の支払額 △652

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,004
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 △106

定期預金の払戻による収入 119

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 20

無形固定資産の取得による支出 △214

投資有価証券の取得による支出 △368

投資有価証券の売却による収入 0

貸付金の回収による収入 6

その他 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △794

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） 601

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0

長期借入金の返済による支出 △69

配当金の支払額 △330

少数株主への配当金の支払額 △2

自己株式の取得による支出 △2

自己株式の売却による収入 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 197

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 404

現金及び現金同等物の期首残高 2,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,403
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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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）   

（単位：百万円）

  

  注）各事業区分の事業内容の変更 

   当第３四半期連結会計期間において、事業活動における取扱商品の営業体制の見直しを契機に、取扱商

品の種類・性質の類似性と今後の事業の拡大、管理の効率化の観点から事業区分の見直しを行った結果、

従来、樹脂・エレクトロニクス関連事業に含めておりました樹脂材料の販売を、化学品関連事業として区

分表示することに変更いたしました。 

   この変更により、従来と同一の基準によった場合に比べ、化学品関連事業の売上高は1億15百万円、営

業利益は4百万円それぞれ多く計上されており、樹脂・エレクトロニクス関連事業の売上高は1億15百万円

少なく計上されており、営業損失は4百万円多く計上されております。  

  

  

   当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

     本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

   当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

    海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
化学品関連

事業 

燃料関連事

業 

空調設備工

事関連事業

情報システ

ム関連事業

 樹脂・エ

レクトロニ

クス関連事

業 

建設資材関

連事業 

その他 

  

計 

  

消去又は 

全社 

連結 

  

売上高                     

(1）外部顧客に対する

売上高 
 15,924 5,814  6,922  3,958  2,045  6,672 79  41,417  －  41,417

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
10  64  152 103  4  520 235 1,091  (1,091)  －

計  15,934  5,878  7,075  4,061  2,049  7,193 314  42,508  (1,091)  41,417

営業利益又は営業損失

（△） 
 681  206 194 △56  △147  △279 39  639 (978)  △338

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 
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 （1）受注および販売の状況      

  ①受注実績       

    （単位：百万円）

 （注） １．受注実績の金額には、セグメント間の内部受注高および受注残高を含めて記載しております。     

     ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。     

  

  ②販売実績 

                   （単位：百万円） 

  （注） １．販売実績の金額には、セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。     

      ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。     

６．その他の情報 

 事業の種類別セグメントの名称  

 当第３四半期連結累計期間(自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) 

 受注高  受注残高 

 空調設備工事関連事業 6,505 9,930

 情報システム関連事業 4,913 4,712

 建設資材関連事業 11,049 14,606

 事業の種類別セグメントの名称 

 当第３四半期連結累計期間 

(自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)

 売上高 

 化学品関連事業 15,934

 燃料関連事業 5,878

 空調設備工事関連事業 7,075

 情報システム関連事業 4,061

 樹脂・エレクトロニクス関連事業 2,049

 建設資材関連事業 7,193

 その他 314

 合計 42,508
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「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高     38,456 

Ⅱ 売上原価     33,358 

売上総利益     5,097 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     5,632 

営業損失（△）    △534

Ⅳ 営業外収益     388 

１．受取利息     14 

２．受取配当金     93 

３．仕入割引     77 

４．持分法による投資利益     55 

５．その他      148 

Ⅴ 営業外費用     148 

１．支払利息     102 

２．投資事業組合運用損     6 

３．リース解約損     0 

４．その他     38 

経常損失（△）    △294

Ⅵ 特別利益     147 

１．固定資産売却益     15 

２．投資有価証券売却益     5 

３．償却債権取立益     0 

４．適格退職年金制度終了
   益     126 

Ⅶ 特別損失      73 

１．固定資産売却損     0 

２．固定資産除却損     50 

３．投資有価証券評価損     22 

税金等調整前四半期純損失
（△） 

   △220

法人税、住民税及び事業税       222 

法人税等調整額       12 

少数株主損益   5 

四半期純損失（△）    △460

－14－



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税金等調整前四半期純損失
（△）  

   △220

減価償却費     633 

持分法による投資利益    △55

投資事業組合運用損     6 

投資有価証券評価損     22 

貸倒引当金の増加額     57 

役員賞与引当金の減少額    △141

役員退職引当金の増加額     38 

退職給付引当金の減少額   △28

受注損失引当金の増加額     11 

受取利息及び受取配当金    △107

支払利息     102 

投資有価証券売却益    △5

固定資産売却損益 △14

固定資産除却損     50 

売上債権の減少額  3,686 

たな卸資産の増加額 △5,627

仕入債務の減少額    △860

転貸リースに係る売上修正
に伴う減少額 

△359

その他      3,540 

小計     728 

利息及び配当金の受取額     128 

利息の支払額    △85

法人税等の支払額    △661

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー     110 
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前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

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    △110

定期預金の払戻による収入     71 

有形固定資産の取得による
支出 

   △367

有形固定資産の売却による
収入     75 

無形固定資産の取得による
支出 

   △187

投資有価証券の取得による
支出 

   △15

投資有価証券の売却による
収入     6 

貸付金の回収による収入     24 

その他     167 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   △336

Ⅲ 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    △328

長期借入れによる収入     129 

長期借入金の返済による支
出 

   △124

親会社による配当金の支払
額 

   △330

少数株主への配当金の支払
額 

   △7

自己株式の取得による支出    △3

自己株式の売却による収入     0 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   △665

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

   △8

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

   △899

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高     3,239 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高     2,340 
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