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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 39,090 ― △1,536 ― △1,141 ― △1,361 ―
20年3月期第3四半期 46,367 13.6 333 ― 688 ― △396 ―

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 △29.93 ―
20年3月期第3四半期 △8.72 ―

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 86,630 43,072 49.3 939.20
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3四半期  42,723百万円 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  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 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. 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。 
  なお、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下さい。 
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。 

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3四半期  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3四半期  136,234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3四半期  45,496,452株 20年3月期第3四半期  45,509,637株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、金融危機を発端とした世界経済の悪化や円高の為

替相場等が影響し、輸出の減少や設備投資の抑制、更には製造業における生産調整等、景気は急速に悪

化いたしました。 

 機械業界では、国内の上下水道設備分野における公共投資は引き続き低調に推移し、また、産業機械

分野においても、世界的な景気後退の影響を受け国内外での設備投資の抑制が顕著になってきておりま

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及びＯ＆Ｍ業務の受注活動を展開し、産業事業では、国

内外の幅広い分野・業種向けに各種産業プラント・機器の受注活動を展開してまいりました。  

 その結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は次のとおりとなりました。  

 受注高は566億27百万円（前年同期比51億43百万円減少）となり、売上高は390億90百万円（前年同期

比72億77百万円減収）となりました。また損益面につきましては、営業利益は△15億36百万円（前年同

期比18億70百万円減益）、経常利益は△11億41百万円（前年同期比18億29百万円減益）、四半期純利益

は△13億61百万円（前年同期比９億64百万円減益）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３四半期連

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

しております。  
  

 

  

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、

汚泥処理設備及びＯ＆Ｍ業務における受注の確保に努めてまいりました。  

 その結果、当第３四半期連結累計期間における水環境事業の受注高は337億55百万円（前年同期比25

億33百万円増加）となり、売上高は175億10百万円（前年同期比14億40百万円増収）となりました。同

営業利益は△15億93百万円（前年同期比76百万円の改善）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、景気後退の影響を受け国内外とも設備投資の抑制が鮮明となり、特に化学・鉄鋼分野

においては、減産等の生産調整期に入っております。 

 このような状況の下、当社グループは国内外の幅広い分野・業種において受注の確保に努めてまいり

ました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における産業事業の受注高は228億71百万円（前年同期比76億

77百万円減少）となり、売上高は215億79百万円（前年同期比87億17百万円減収）となりました。同営

業利益は56百万円（前年同期比19億46百万円減益）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３四半期連結会計期間末の資産合計は866億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ162億94百

万円減少しました。 

 これは主に、受取手形及び売掛金が136億12百万円減少したことによるものです。 

 負債合計は435億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ126億45百万円減少しました。 

 これは主に、支払手形及び買掛金が79億66百万円、未払法人税等が18億49百万円それぞれ減少したこ

とによるものです。 

 純資産合計は430億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億49百万円減少しました。 

 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20億52百万円、株式時価評価に

よるその他有価証券評価差額金が15億36百万円それぞれ減少したことによるものです。 

  

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、前連結会計年度末に比べ67億３

百万円減少し、90億24百万円となりました。当第３四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、45億76百万円となりました。 

 これは主に、売上債権の回収による売上債権の減少額136億12百万円等の増加要因はあったものの、

仕入債務の減少額79億66百万円、たな卸資産の増加額67億37百万円、税金等調整前四半期純損失23億

82百万円および法人税等の支払額23億73百万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、10億17百万円となりました。 

 これは主に、有価証券の売却及び償還による収入が23億円あったものの、有価証券の取得による支

出22億98百万円、有形固定資産および投資有価証券の取得による支出が合計９億14百万円あったこと

等によるものです。 

 財務活動の結果使用した資金は、11億46百万円となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済４億41百万円および配当金の支払額６億94百万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、世界的な景気後退に伴う企業収益の減少は続き、設備投資

の抑制は継続すると考えられます。  

 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 6,074 11,774

受取手形及び売掛金 25,458 39,070

有価証券 3,000 4,301

仕掛品 13,865 7,121

原材料及び貯蔵品 246 253

その他 6,893 6,000

貸倒引当金 △69 △80

流動資産合計 55,468 68,442

固定資産   

有形固定資産 14,162 13,459

無形固定資産 2,004 2,401

投資その他の資産   

投資有価証券 13,187 16,045

その他 1,911 2,693

貸倒引当金 △104 △116

投資その他の資産合計 14,994 18,622

固定資産合計 31,161 34,483

資産合計 86,630 102,925

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,518 23,485

短期借入金 200 200

1年内返済予定の長期借入金 662 656

未払法人税等 68 1,918

前受金 6,984 4,778

賞与引当金 740 1,504

完成工事補償引当金 1,426 2,659

工事損失引当金 267 239

その他 4,966 6,887

流動負債合計 30,834 42,328

固定負債   

長期借入金 5,875 6,322

退職給付引当金 6,449 6,291

役員退職慰労引当金 317 343

その他 81 917

固定負債合計 12,723 13,875

負債合計 43,557 56,203

月島機械㈱(6332)　平成21年3月期　第3四半期決算短信

－ 5 －



（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 6,646 6,646

資本剰余金 5,485 5,485

利益剰余金 30,613 32,665

自己株式 △117 △106

株主資本合計 42,628 44,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 228 1,764

繰延ヘッジ損益 △132 △89

評価・換算差額等合計 95 1,674

少数株主持分 348 355

純資産合計 43,072 46,721

負債純資産合計 86,630 102,925

月島機械㈱(6332)　平成21年3月期　第3四半期決算短信

－ 6 －



(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 39,090

売上原価 33,380

売上総利益 5,709

販売費及び一般管理費  

見積設計費 593

役員報酬及び従業員給与・諸手当・賞与・福利費 2,608

賞与引当金繰入額 177

退職給付引当金繰入額 228

役員退職慰労引当金繰入額 60

その他 3,576

販売費及び一般管理費合計 7,245

営業損失（△） △1,536

営業外収益  

受取利息 76

受取配当金 457

持分法による投資利益 10

その他 61

営業外収益合計 605

営業外費用  

支払利息 146

その他 63

営業外費用合計 210

経常損失（△） △1,141

特別利益  

固定資産売却益 1

ゴルフ会員権売却益 3

貸倒引当金戻入額 14

その他 0

特別利益合計 19

特別損失  

固定資産除売却損 19

有価証券評価損 301

投資有価証券評価損 793

その他 145

特別損失合計 1,260

税金等調整前四半期純損失（△） △2,382

法人税等 △1,028

少数株主利益 8

四半期純損失（△） △1,361

月島機械㈱(6332)　平成21年3月期　第3四半期決算短信

－ 7 －



(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（△） △2,382

減価償却費 1,239

退職給付引当金の増減額（△は減少） 157

賞与引当金の増減額（△は減少） △764

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,232

工事損失引当金の増減額（△は減少） 28

受取利息及び受取配当金 △533

支払利息 146

持分法による投資損益（△は益） △10

有形固定資産除売却損益（△は益） 16

有価証券評価損益（△は益） 301

投資有価証券売却損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 793

売上債権の増減額（△は増加） 13,612

前受金の増減額（△は減少） 2,206

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,737

仕入債務の増減額（△は減少） △7,966

その他 △1,319

小計 △2,483

利息及び配当金の受取額 424

利息の支払額 △143

法人税等の支払額 △2,373

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,576

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 2,300

有形固定資産の取得による支出 △356

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 △103

投資有価証券の取得による支出 △558

投資有価証券の売却による収入 0

貸付けによる支出 △42

貸付金の回収による収入 4

その他の支出 △61

その他の収入 97

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,017
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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  

短期借入れによる収入 500

短期借入金の返済による支出 △500

長期借入金の返済による支出 △441

自己株式の取得による支出 △11

配当金の支払額 △682

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 △1,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,740

現金及び現金同等物の期首残高 15,727

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

37

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,024
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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) 

  

 
(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) 

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 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 17,510 21,579 39,090 ― 39,090

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 17,510 21,579 39,090 (―) 39,090

 営業利益又は営業損失（△） △ 1,593 56 △ 1,536 (―) △ 1,536

【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) 6,391 1,838 8,229

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 39,090

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

16.4 4.7 21.1

(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) （要約）四半期連結損益計算書         

（単位：百万円）

科  目

前年同四半期 

(平成20年３月期 

第３四半期)

金額 百分比

％

Ⅰ 売上高 46,367 100.0

Ⅱ 売上原価 38,798 83.7

   売上総利益 7,569 16.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,235 15.6

   営業利益 333 0.7

Ⅳ 営業外収益 594 1.3

Ⅴ 営業外費用 240 0.5

   経常利益 688 1.5

Ⅵ 特別利益 510 1.1

Ⅶ 特別損失 1,735 3.8

   税金等調整前四半期純損失(△) △ 536 △ 1.2

   法人税等 △ 271 △ 0.6

   少数株主利益 132 0.3

   四半期純損失(△) △ 396 △ 0.9
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前年同四半期 

(平成20年３月期 

第３四半期)

区分 金額

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損失(△) △ 536

2  減価償却費 1,201

3  売上債権の増減額(増:△) 17,817

4  前受金の増減額(減:△) 1,166

5  たな卸資産の増減額(増:△) △ 6,027

6  仕入債務の増減額(減:△) △ 10,500

7  その他 △ 1,739

    小計 1,382

8  利息及び配当金の受取額 541

9  利息の支払額 △ 162

10  法人税等の支払額 △ 1,879

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 116

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、有価証券 

  及び投資有価証券の取得による支出
△ 2,479

2  有形固定資産、無形固定資産、有価証券 

  及び投資有価証券の償還・売却による収入
2,426

3  その他 545

  投資活動によるキャッシュ・フロー 492

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1  短期借入金の純増減額 △ 200

2  長期借入れによる収入 200

3  長期借入金の返済による支出 △ 443

4  その他 △ 704

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,147

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減:△) △ 771

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四半期末残高 10,813
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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 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) 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 16,070 30,296 46,367 ― 46,367

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ―  ―

計 16,070 30,296 46,367 (―) 46,367

 営業費用 17,740 28,293 46,033 (―) 46,033

 営業利益又は営業損失(△) △1,669 2,003 333 (―) 333
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6. その他の情報

【受注、売上及び受注残高の状況】

 ① 受注実績表

事業の種類別 
セグメント名称

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)

金額 (百万円）

水環境事業 33,755

産業事業 22,871

合計 56,627

 ② 売上実績表

事業の種類別 
セグメント名称

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)

金額 (百万円）

水環境事業 17,510

産業事業 21,579

合計 39,090

 ③ 受注残高表

事業の種類別 
セグメント名称

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)

金額 (百万円）

水環境事業 61,434

産業事業 33,441

合計 94,875
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「参考資料」 

 前年同四半期 

  

 
  

 ① 受注実績表

事業の種類別 
セグメント名称

前年同四半期 
(平成20年３月期  
第３四半期)

金額 （百万円）

水環境事業 31,222

産業事業 30,549

合計 61,771

 ② 売上実績表

事業の種類別 
セグメント名称

前年同四半期 
(平成20年３月期  
第３四半期)

金額 （百万円）

水環境事業 16,070

産業事業 30,296

合計 46,367

 ③ 受注残高表

事業の種類別 
セグメント名称

前年同四半期 
(平成20年３月期  
第３四半期)

金額 （百万円）

水環境事業 51,542

産業事業 35,783

合計 87,326
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