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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 9,894 △22.2 △529 ― △484 ― △534 ―
21年3月期第1四半期 12,723 ― △630 ― △566 ― △621 ―

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

22年3月期第1四半期 △9.72 ―
21年3月期第1四半期 △11.30 ―

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

22年3月期第1四半期 38,501 19,157 49.3 344.94
21年3月期 41,091 19,116 46.4 346.78

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  18,977百万円 21年3月期  19,079百万円

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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

23,600 △15.5 △430 ― △460 ― △630 ― △11.45

通期 56,000 △6.8 650 △28.5 570 △3.8 110 ― 2.00
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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  

(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） 

(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 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、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、業績予想に関連する事項につきましては、5ページの【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下さい。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 55,176,000株 21年3月期  55,176,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  159,184株 21年3月期  158,064株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 55,017,786株 21年3月期第1四半期 55,027,653株
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 当連結会計年度の計画策定時点では、先行きの見通しを予測することが大変難しい状況にあったことから、化学

品、樹脂・エレクトロニクスおよび燃料関連事業の計画については、前第4四半期（平成21年1～3月）における売

上実績等をベースに若干お客様の需要回復見込みを織り込み策定し、受注型事業の情報システム、空調設備工事お

よび建設資材関連事業の計画については、前連結会計年度末時点での受注残高をベースに策定しました。その結

果、売上高については、上半期は前期比15.5％減ながら、下半期はほぼ前期なみの水準まで回復するという下半期

偏重型の計画となりました。 

 このような事業環境において、当第1四半期の当社グループの売上高は98億94百万円（前期比22.2％減）、営業

損失は5億29百万円（前期の営業損失は6億30百万円）、経常損失は4億84百万円（前期の経常損失は5億66百万

円）、第1四半期純損失は5億34百万円（前期の第1四半期純損失は6億21百万円）と前期比で減収ながら赤字幅が縮

小いたしました。 

 営業損失、経常損失および第1四半期純損失については、売上高の減少に伴い売上総利益は減少したものの、前

期においてゼネコン・ディベロッパーに対する多額の不良債権が発生したことを主要因に、売上総利益の減少額以

上に経費が減少したことから、前期に比べ損失額が減少いたしました。 

  

 当第1四半期については、建設関連市場は依然として前第4四半期の状況を引きずった状況で推移したものの、電

子部品、自動車等の市場や素材関係については、前第4四半期に比べ若干回復してきた感があります。しかしなが

ら、本格回復にはまだ相当の時間を要するものと考えております。このような事業環境を十分認識し、コスト削減

および業務の効率化等を当社グループ全体で推進してまいりました結果、当初計画に対し概ね想定の範囲内で推移

いたしました。 

 当社グループ業績の特徴として、受注型の事業セグメントであります情報システム、空調設備工事および建設資

材関連事業における売上計上が第2四半期末ならびに年度末に集中することから、営業損益、経常損益および第1四

半期純損益ともに、当初計画通り損失となっております。 

  

＜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、当社および北陸地区を事業基盤とする子会社ともに、前第4四半期同様、お客様での

生産調整の影響により、売上高および営業利益は前期比で減少いたしました。また、「海外ビジネス」について

も、ベトナムに進出している日系企業の工場稼働率低下の影響により売上高は前期比で減少したものの、営業利益

は利益率の改善およびコスト削減に努めた結果、前期比で微増となりました。なお、当第1四半期は、前第4四半期

に比べ、お客様の工場稼働率が徐々に回復してまいりました。 

 「医薬品原体」は、ジェネリック医薬品の使用促進策が推進されるなか、自社既存製品および輸入製品の拡販に

努めてまいりましたものの、お客様での在庫調整の影響を受け、売上高および営業利益は前期比で減少いたしまし

た。 

 以上の結果、売上高は前期比20.3％減の41億4百万円、営業利益は前期比58.6％減の1億1百万円となりました。 

 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

1億27百万円であります。 

  

〔燃料関連事業〕 

 原油価格が前年同期に大幅に上昇していた相場の影響（昨年7月以降大幅に下落基調に転じ、本年3月以降再び上

昇）を受け、「産業用燃料」および「ＬＰＧ」の仕入価格が大きく変動するなか、きめ細かな営業活動を展開する

とともに、お客様との価格交渉を地道に進めてまいりました。 

 以上の結果、売上高は販売単価の低下の影響を大きく受け、前期比41.5％減の12億15百万円となりましたもの

の、営業利益は利益率の改善による売上総利益の増加を主要因に前期比18.8％増の99百万円となりました。 

  

〔空調設備工事関連事業〕 

 「首都圏」は、前第4四半期にほぼ凍結状態にあった建設投資が、当第1四半期において少しは回復してきたもの

の、コストダウン要求が急激に強まってまいりました。このような状況下において、昨年11月の組織改正でリニュ

ーアル部門を強化するとともに、ディベロッパーやゼネコン等のお客様との信頼関係を武器に提案型営業を積極的

に展開してまいりました。 

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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 「北陸地区」は、建設需要低迷という事業環境のなか、既存のお客様へのきめ細かいサービスを展開するととも

に、これまでの事業基盤、地域におけるネットワークを活用した営業活動を推進してまいりました。 

 以上の結果、受注高は、首都圏において、リニューアル工事の引き合いは増加いたしましたものの、オフィスビ

ルおよびマンションで価格競争がこれまで以上に激化するなか採算面から受注を断念せざるを得ない案件が続出し

たことから、前期比68.2％減の10億94百万円となりました。売上高は首都圏での大型完成工事物件の減少により前

期比26.0％減の17億27百万円となりましたものの、営業損失は、前期に不良債権が発生したことを主要因に経費が

減少したことから、40百万円（前期の営業損失は52百万円）と前期比で減少いたしました。 

  

〔樹脂・エレクトロニクス関連事業〕 

 「金型・樹脂成形品」は、当事業の主要マーケットであります自動車部品分野での需要低迷の影響を大きく受

け、ベトナム工場の稼働率低下を余儀なくされました。また、「電子部品・電子材料」についても、電子セラミッ

ク分野での既存のお客様における需要減の影響を受けました。ただし、当第1四半期については、前連結会計年度

のピーク時点である第2四半期対比でまだ50％に満たない状況ではありますが、自動車部品メーカーを始めとした

お客様での在庫調整も進み、受注は計画に比べ増加してまいりました。 

 以上の結果、売上高は前期比66.5％減の2億40百万円、営業損失は79百万円（前期の営業損失は23百万円）と前

期比で増加いたしました。 

 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1億27百万円でありま

す。 

  

〔建設資材関連事業〕 

 「首都圏の分譲マンション向け」および「高級マンション向け」は、新規マンション供給戸数が激減する事業環

境のなか、これまで培ってきたディベロッパーやゼネコン等のお客様との信頼関係および商品調達力を武器に営業

活動を推進してまいりました。 

 「北陸地区」も、首都圏以上に低迷している事業環境ではあるものの、当社グループがこれまで築きあげてきた

地域でのネットワーク、ならびに当社グループの総合力をフル活用し、受注活動を展開してまいりました。 

 以上の結果、受注高は前期比37.3％減の23億14百万円となりました。また、売上高は前期比6.4％減の18億95百

万円となりましたものの、営業損失は、前期に不良債権が発生したことを主要因に経費が減少したことから、1億

20百万円（前期の営業損失は3億14百万円）と前期比で減少いたしました。 

  

〔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。 

 「首都圏」は、当社オリジナルのソリューションを前面に押し出し、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月より発売開始した「POWER EGG®2.0」について、当社グループを

挙げて新規のお客様獲得に努めるとともに、旧バージョンをご利用のお客様に対する移行商談を積極的に推進して

まいりました。 

 「アウトソーシング運用サービス」面では、ハウジングサービス、ホスティングサービス等新しいサービスメニ

ューを武器にビジネスの拡大を図ってまいりました。 

 以上の結果、受注高は、首都圏における商談から受注に至るまでのプロセスの長期化を主要因に、前期比12.0％

減の15億34百万円となりました。 

 一方、前期末の受注残に支えられ、売上高は29.5％増の9億46百万円、営業損失は1億96百万円（前期の営業損失

は2億12百万円）と前期比で減少いたしました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、385億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億89百万円減少

いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金40億1百万円の減少、仕掛品5億81百万円の増加、投資有価証券8億

47百万円の増加であります。 

 負債残高は、193億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億30百万円減少いたしました。主な要因は、支払

手形及び買掛金21億44百万円の減少、短期借入金10億96百万円の減少であります。 

 純資産残高は、191億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ40百万円増加いたしました。 

  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46.4%から49.3%となり、1株当たりの純資産額

は、前連結会計年度末の346円78銭から344円94銭に減少いたしました。  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四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34億73百万円となり、前連結会計年度末と比

較して1億59百万円の減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は9億81百万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38億59百万円であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額21億11百万円、たな卸資産の増加額4億93百万円で

あります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は98百万円の支出となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は10億74百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の減少額

10億27百万円であります。  

  

 第1四半期の進捗状況は前述のとおり、当初計画に対し概ね想定の範囲内で推移いたしましたものの、当社グル

ープを取り巻く事業環境については、今しばらくは予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

 したがって、第2四半期累計期間および通期の連結業績予想については、前回公表数字と同額としております。 

  

  該当事項はありません。   

  

  

(簡便な会計処理) 

①当第１四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当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③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。 

④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１四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。 

 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。 

  

  

(会計処理基準に関する事項の変更) 

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、当社空調事業部の、請負金額300百万円以上かつ工期１年超

の受注工事については工事進行基準を、その他の請負工事契約およびソフトウェア制作に係る請負契約について

は工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27

日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１

四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した請負工事契約およびソフトウェア制作に

係る契約で進捗部分について成果の確実性が認められるものについては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他請負契約については工事完成基準を適用しております。  

  これにより、売上高は246百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ70百万

円減少しております。 

  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．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

（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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,705 3,814

受取手形及び売掛金 9,807 13,808

完成工事未収入金 1,439 1,281

商品及び製品 761 831

仕掛品 3,282 2,700

未成工事支出金 350 371

原材料及び貯蔵品 101 86

その他 741 623

貸倒引当金 △105 △110

流動資産合計 20,083 23,408

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,152 4,200

土地 3,669 3,669

その他（純額） 706 681

有形固定資産合計 8,528 8,551

無形固定資産   

ソフトウエア 702 750

その他 148 131

無形固定資産合計 851 882

投資その他の資産   

投資有価証券 7,626 6,779

その他 1,674 1,708

貸倒引当金 △263 △238

投資その他の資産合計 9,038 8,248

固定資産合計 18,417 17,683

資産合計 38,501 41,091
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,186 8,330

工事未払金 752 705

短期借入金 6,508 7,604

未払法人税等 96 409

役員賞与引当金 17 99

受注損失引当金 83 13

完成工事補償引当金 31 36

その他 3,304 2,817

流動負債合計 16,982 20,017

固定負債   

長期借入金 152 101

退職給付引当金 99 98

役員退職慰労引当金 477 464

その他 1,633 1,292

固定負債合計 2,362 1,957

負債合計 19,344 21,974

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 12,060 12,760

自己株式 △35 △35

株主資本合計 18,428 19,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,029 490

繰延ヘッジ損益 △12 △15

為替換算調整勘定 △467 △524

評価・換算差額等合計 549 △49

少数株主持分 179 37

純資産合計 19,157 19,116

負債純資産合計 38,501 41,091
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,723 9,894

売上原価 11,067 8,458

売上総利益 1,655 1,435

販売費及び一般管理費 2,286 1,964

営業損失（△） △630 △529

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 51 44

その他 84 72

営業外収益合計 139 120

営業外費用   

支払利息 34 23

持分法による投資損失 4 35

その他 36 16

営業外費用合計 74 75

経常損失（△） △566 △484

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

たな卸資産評価損 5 －

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 37 1

特別損失合計 43 2

税金等調整前四半期純損失（△） △609 △486

法人税等 4 53

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △4

四半期純損失（△） △621 △534
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △609 △486

減価償却費 199 192

のれん償却額 0 －

負ののれん償却額 － △0

持分法による投資損益（△は益） 4 35

投資事業組合運用損益（△は益） △15 6

投資有価証券評価損益（△は益） 37 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 361 19

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △115 △81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19 13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 △0

受注損失引当金の増減額（△は減少） △9 70

受取利息及び受取配当金 △55 △47

支払利息 34 23

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 2,981 3,859

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,872 △493

仕入債務の増減額（△は減少） △1,080 △2,111

転貸リースに係る売上修正に伴う増減額（△は減
少）

△107 △78

その他 921 454

小計 659 1,376

利息及び配当金の受取額 71 60

利息の支払額 △28 △18

法人税等の支払額 △470 △437

営業活動によるキャッシュ・フロー 230 981
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 △36 △52

定期預金の払戻による収入 50 4

有形固定資産の取得による支出 △98 △51

有形固定資産の売却による収入 2 0

無形固定資産の取得による支出 △98 △23

投資有価証券の取得による支出 △143 △5

貸付金の回収による収入 2 2

その他 △3 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △325 △98

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） △182 △1,027

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0 △5

長期借入れによる収入 － 70

長期借入金の返済による支出 △25 △92

少数株主に対する株式発行による収入 － 147

配当金の支払額 △165 △165

少数株主への配当金の支払額 △2 △0

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △376 △1,074

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △487 △159

現金及び現金同等物の期首残高 2,999 3,632

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,512 3,473
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）   

（単位：百万円）

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）   

（単位：百万円）

   

   （各事業区分の事業内容の変更） 

  前第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1億27百万円、営業利益は7百万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1億27百万円少なく計上されており、営業損失は7百万円多く計上されております。 

（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

 樹脂・エ

レクトロニ

クス関連事

業 

建設資材関

連事業 

情報システ

ム関連事業

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 
 5,146  2,062  2,294  716  1,784 691 26  12,723  －  12,723

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
3  14 39  0  240  39 75 414  (414)  －

計  5,150  2,077  2,334  717  2,025  730 102  13,137  (414)  12,723

営業利益又は営業損失

（△） 
 245 84 △52  △23  △314  △212 12  △260  (370)  △630

  
化学品関連

事業 

燃料関連事

業 

空調設備工

事関連事業

 樹脂・エ

レクトロニ

クス関連事

業 

建設資材関

連事業 

情報システ

ム関連事業

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 
 4,098  1,184  1,683  240  1,754 906 26  9,894  －  9,894

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
5  30 44  －  140  39 85 346  (346)  －

計  4,104  1,215  1,727  240  1,895  946 111  10,240  (346)  9,894

営業利益又は営業損失

（△） 
 101 99 △40  △79  △120  △196 6  △228  (300)  △529
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    （会計処理基準に関する事項の変更） 

   「４．その他（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」に記載の

とおり、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、当社空調事業部の、請負金額300百万円以上

かつ工期１年超の受注工事については工事進行基準を、その他の請負工事契約およびソフトウェア制作に

係る請負契約については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会

計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着

手した請負工事契約およびソフトウェア制作に係る契約で進捗部分について成果の確実性が認められるも

のについては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他請負契約については工事完

成基準を適用しております。この変更により、従来と同一の基準によった場合に比べ、売上高は、情報シ

ステム関連事業では56百万円、空調設備工事関連事業では1億81百万円、建設資材関連事業では9百万円そ

れぞれ多く計上されており、営業損失は、情報システム関連事業では26百万円、空調設備工事関連事業で

は38百万円、建設資材関連事業では1百万円それぞれ少なく計上されております。 

  

  前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

 平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

   

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

 平成21年４月１日 至平成21年６月30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。  

   

 該当事項はありません。 

〔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
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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１四半期連結累計期間  

 (自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日)   

 当第１四半期連結会計期間末 

 (平成21年６月30日) 

  

受注高   前年同期比（％） 受注残高  前年同期比（％）

 空調設備工事関連事業 1,094  31.8  8,748  75.4

 建設資材関連事業 2,314  62.7  10,090  81.3

 情報システム関連事業  1,534 88.0  3,551 72.8

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）

売上高 前年同期比（％） 

 化学品関連事業  4,104  79.7

 燃料関連事業  1,215  58.5

 空調設備工事関連事業 1,727  74.0

 樹脂・エレクトロニクス関連事業   240   33.5

 建設資材関連事業  1,895  93.6

 情報システム関連事業  946  129.5

 その他  111  109.5

合計  10,240  77.9
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