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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 115,094 ― 3,342 ― 3,892 ― 920 ―
20年3月期第3四半期 122,915 △0.8 1,427 △28.7 2,063 △25.2 △1,032 ―

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 25.04 ―
20年3月期第3四半期 △28.08 ―

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 134,529 61,830 43.4 1,587.39
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3四半期  58,370百万円 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3四半期  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3四半期  10,859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3四半期  36,775,310株 20年3月期第3四半期  36,777,836株

－ 1 －



  

当第３四半期における世界経済は、平成20年９月の米国大手金融機関の破綻をはじめとする金融危機の

深刻化により、欧米の景気後退、アジアにおける景気の減速が顕著になってまいりました。わが国経済も

企業業績、設備投資、輸出の低迷など経済のあらゆる面で急激な景気後退が生じ、先行き懸念が高まって

おります。一方、当社グループの業績は、受注面では景気後退の影響を受けつつも、収益面では期初の手

持工事量が比較的豊富だったこともあり、ほぼ順調な結果となりました。 

当第３四半期の連結受注工事高は1,380億円となりました。事業部別では、環境システム事業部の受注

工事高は796億円となり、うち、ビル空調が189億円、産業空調が607億円となっております。また、塗装

システム事業部の受注工事高は583億円となりました。 

連結完成工事高は1,150億円となりました。事業部別では、環境システム事業部の完成工事高は699億円

となり、うち、ビル空調が148億円、産業空調が551億円となっております。塗装システム事業部の完成工

事高は451億円となりました。 

利益面につきましては、完成工事高が減少したものの完成工事総利益率が13.0％と大幅に改善されたた

め、完成工事総利益は149億68百万円となりました。完成工事総利益率が改善いたしましたのは、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発注プロセスの改善による手戻

り・追加工事の減少など原価低減に努めたことによるものです。 

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未認識数理計算上の差異に

対する費用処理額の増加など人件費が増加したこと、及び、取引先に対する貸倒懸念債権について貸倒引

当金を計上したことなどにより、116億25百万円となり、営業利益は33億42百万円、経常利益は38億92百

万円となりました。株価低迷の影響を受けて特別損失として投資有価証券評価損10億32百万円を計上し、

法人税等や少数株主利益を控除した当第３四半期純利益は９億20百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、1,092億22百万円となりました。これは現金預

金が119億48百万円減少し、未成工事支出金が85億７百万円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19.0％減少し、253億７百万円となりました。これは投資有

価証券が55億31百万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5.3％減少し、1,345億29百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.7％増加し、672億84百万円となりました。これは支払手

形・工事未払金等が57億98百万円減少し、未成工事受入金が34億１百万円、その他のうち未払消費税が

29億16百万円それぞれ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30.7％減少し、54億14百万円となりました。これはその他の

うち繰延税金負債が19億43百万円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2.6％減少し、726億99百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて8.2％減少し、618億30百万円となりました。これは利益剰

余金が18億59百万円、その他有価証券評価差額金が29億67百万円、為替換算調整勘定が17億36百万円そ

れぞれ減少し、自己株式が19億４百万円減少したことなどによります。 

  

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、127億39百万円

減少し、191億98百万円となりました。 

【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３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加及び仕

入債務の減少などにより、70億17百万円の資金減少となりました。 

当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支

出及び有形及び無形固定資産の取得による支出などにより、28億31百万円の資金減少となりました。 

当第３四半期連結累計期間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、15億31百万円の資金減少となりました。 

  
  

平成21年３月期の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に修正はあ

りません。 

米国の金融危機に端を発した世界経済の悪化により、設備投資が抑制され、当社を取り巻く環境は厳し

さを増しておりますが、手持工事量の確保と、完成工事総利益率の改善により、当初の連結業績目標を達

成できる見通しです。 

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、完成工事高が第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利益は、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３四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。 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、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３四半期連結累計期間の営業利益が31百万

円、経常利益が66百万円、税金等調整前四半期純利益が108百万円、四半期純利益が19百万円それ

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   

現金預金 22,081 34,029

受取手形・完成工事未収入金等 47,961 48,736

未成工事支出金 29,108 20,601

材料貯蔵品 498 544

その他 10,018 7,540

貸倒引当金 △445 △673

流動資産合計 109,222 110,780

固定資産   

有形固定資産 6,812 7,298

無形固定資産 1,450 1,176

投資その他の資産   

投資有価証券 13,967 19,498

その他 3,319 3,503

貸倒引当金 △241 △232

投資その他の資産合計 17,045 22,769

固定資産合計 25,307 31,243

資産合計 134,529 142,024

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 39,415 45,213

短期借入金 1,606 1,608

未払法人税等 653 458

未成工事受入金 16,830 13,429

賞与引当金 253 －

完成工事補償引当金 725 694

工事損失引当金 1,005 713

その他 6,794 4,709

流動負債合計 67,284 66,827

固定負債   

長期借入金 89 141

退職給付引当金 3,319 3,617

役員退職慰労引当金 163 588

その他 1,842 3,469

固定負債合計 5,414 7,816

負債合計 72,699 74,644
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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) 

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 44,219 46,078

自己株式 △15 △1,919

株主資本合計 57,956 58,331

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,071 5,038

繰延ヘッジ損益 48 △8

為替換算調整勘定 △1,706 30

評価・換算差額等合計 413 5,060

少数株主持分 3,460 3,987

純資産合計 61,830 67,379

負債純資産合計 134,529 142,024
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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) 

完成工事高 115,094

完成工事原価 100,125

完成工事総利益 14,968

販売費及び一般管理費 11,625

営業利益 3,342

営業外収益  

受取利息 263

受取配当金 304

保険配当金 174

不動産賃貸料 112

持分法による投資利益 9

その他 117

営業外収益合計 982

営業外費用  

支払利息 65

不動産賃貸費用 102

為替差損 96

在外子会社における配当分配税 35

その他 132

営業外費用合計 432

経常利益 3,892

特別利益  

貸倒引当金戻入額 372

投資有価証券売却益 5

固定資産処分益 16

役員退職慰労引当金戻入額 22

特別利益合計 417

特別損失  

固定資産処分損 34

投資有価証券評価損 1,032

ゴルフ会員権評価損 2

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 1,111

税金等調整前四半期純利益 3,198

法人税、住民税及び事業税 1,725

法人税等調整額 80

法人税等合計 1,806

少数株主利益 470

四半期純利益 920
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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利益 3,198

減価償却費 771

貸倒引当金の増減額（△は減少） △97

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △70

工事損失引当金の増減額（△は減少） 334

受取利息及び受取配当金 △568

支払利息 65

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） 18

投資有価証券評価損益（△は益） 1,032

売上債権の増減額（△は増加） △1,573

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,656

立替金の増減額（△は増加） 1,726

未収入金の増減額（△は増加） 49

仕入債務の増減額（△は減少） △4,002

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,381

未払消費税等の増減額（△は減少） △956

預り金の増減額（△は減少） 122

未払費用の増減額（△は減少） △268

その他 △1,390

小計 △6,056

利息及び配当金の受取額 577

利息の支払額 △63

法人税等の支払額 △1,475

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,017

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 △3,155

定期預金の払戻による収入 1,803

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,093

有形及び無形固定資産の売却による収入 127

投資有価証券の取得による支出 △933

投資有価証券の売却による収入 438

長期貸付けによる支出 △203

長期貸付金の回収による収入 53

保険積立金の積立による支出 △12

保険積立金の払戻による収入 156

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 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,831
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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) 

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） 163

長期借入れによる収入 6

長期借入金の返済による支出 △117

自己株式の売却による収入 2

自己株式の取得による支出 △10

配当金の支払額 △1,287

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 △1,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,739

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 19,198

－ 9 －

㈱大気社(1979)平成21年３月期　第３四半期決算短信



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) 

 
(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３四半期連結累計期間の営業利益が31百万円減少してお

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) 

 
(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

68,318 9,951 27,238 5,395 4,189 115,094  ─ 115,094

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

2,178    16     72       72       22 2,360 (2,360) ─

計 70,496 9,967 27,310 5,468 4,211 117,455 (2,360) 115,094

営業利益又は 
営業損失(△)

1,878     △285 1,435      14    △201 2,841      501 3,342

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) 9,808 28,763 9,103 7,259 54,933

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ─ ─ ─ ─ 115,094

Ⅲ 連結売上高に占める海外
    売上高の割合(%)

8.5 25.0 7.9 6.3 47.7
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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３四半期連結会計期間末まで
の変動額

 剰余金の配当 △1,287 △1,287

 四半期純利益 920 920

 自己株式の取得 △10 △10

 自己株式の処分 △0 △0 3 2

 自己株式の消却 ※ △419 △1,492 1,912

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額合計(百万円)

─ △419 △1,859 1,904 △374

当第３四半期連結会計期間末残高 
(百万円)

6,455 7,297 44,219 △15 57,956
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（要約）前年同四半期連結損益計算書 

 
  

【参考】

科目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金額(百万円)

Ⅰ 完成工事高 122,915

Ⅱ 完成工事原価 110,664

   完成工事総利益 12,251

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,823

   営業利益 1,427

Ⅳ 営業外収益 967

Ⅴ 営業外費用 330

   経常利益 2,063

Ⅵ 特別利益 134

Ⅶ 特別損失 126

   税金等調整前 
      四半期純利益

2,071

   税金費用 2,312

   少数株主利益 791

   四半期純損失(△) △1,032
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（要約）前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

科目

前第３四半期
連結累計期間

(自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日)

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 2,071

 ２ 減価償却費 718

 ３ 売上債権の減少額 23,637

 ４ たな卸資産の増加額(△) △6,724

 ５ 仕入債務の減少額(△) △19,570

 ６ 未成工事受入金の増加額 7,541

 ７ その他 573

      小計 8,246

 ８ 法人税等の支払額 △1,210

 ９ その他 498

  営業活動によるキャッシュ・フロー 7,534

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産・無形固定資産の取得による支出 △1,470

 ２ 有形固定資産・無形固定資産の売却による収入 125

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △987

 ４ 投資有価証券の売却による収入 1,605

 ５ その他 356

  投資活動によるキャッシュ・フロー △370

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(△) △6,512

 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 △249

 ４ 自己株式の取得による支出 △2

 ５ 自己株式の売却による収入 0

 ６ 配当金の支払額 △1,379

 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 △8,374

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △36

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額(△) △1,247

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四半期末残高 15,450
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セグメント情報 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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】

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

71,321 4,836 25,924 8,841 11,991 122,915  ─ 122,915

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

  1,409 ─ ─ ─ ─ 1,409   (1,409)  ─

計 72,731 4,836 25,924 8,841 11,991 124,325 (1,409) 122,915

営業利益又は 
営業損失(△)

△1,619   △112 1,381 584 1,037 1,271 156 1,427

【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) 4,440 27,016 10,211 17,317 58,985

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ─ ─ ─ ─ 122,915

Ⅲ 連結売上高に占める海外
    売上高の割合(%)

3.6 22.0 8.3 14.1 48.0
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四半期受注工事高及び完成工事高の状況 

 
  

6. 【その他の情報】

区分

前第３四半期 

連結累計期間
当第３四半期
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12月31日) 至 平成20年12月31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 21,372 16.6 18,971 13.7 △2,401 △11.2

産業空調 66,390 51.6 60,715 44.0 △5,674 △8.5

小計 87,762 68.2 79,687 57.7 △8,075 △9.2

(うち海外) (29,650) (23.0) (25,770) (18.7) (△3,879) (△13.1)

塗装システム事業 40,949 31.8 58,369 42.3 17,420 42.5

(うち海外) (25,571) (19.9) (37,112) (26.8) (11,541) (45.1)

合計 128,712 100.0 138,056 100.0 9,344 7.3

(うち海外) (55,221) (42.9) (62,883) (45.5) (7,661) (13.9)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 25,402 20.7 14,870 12.9 △10,532 △41.5

産業空調 54,756 44.5 55,120 47.9 363 0.7

小計 80,159 65.2 69,991 60.8 △10,168 △12.7

(うち海外) (27,257) (22.2) (24,069) (20.9) (△3,187) (△11.7)

塗装システム事業 42,756 34.8 45,103 39.2 2,347 5.5

(うち海外) (31,728) (25.8) (30,864) (26.8) (△864) (△2.7)

合計 122,915 100.0 115,094 100.0 △7,821 △6.4

(うち海外) (58,985) (48.0) (54,933) (47.7) (△4,052) (△6.9)
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