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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 17,674 △5.8 △399 ― △174 ― △480 ―
21年3月期第1四半期 18,755 ― △1,886 ― △1,538 ― △1,535 ―

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 △5.82 ―
21年3月期第1四半期 △18.44 ―

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 95,776 24,800 24.1 279.47
21年3月期 99,141 25,546 23.1 277.10

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  23,069百万円 21年3月期  22,885百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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  
当社グループの業績管理については年次のみで行うこととしているため、第２四半期連結累計期間の業績予想を開示しておりません。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 102,500 △2.3 1,100 54.4 2,000 19.9 900 ― 10.89
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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  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（２）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（３）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 
本資料に掲載されている連結業績予想等の将来に関する記述は、当社が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ま
す。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結果となる可能性があります。 
また、当社グループの業績管理については年次のみで行うこととしているため、第２四半期連結累計期間の業績予想を開示しておりません。 
上記予想に関する事項につきましては、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をご覧下さい。 

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 87,799,248株 21年3月期  87,799,248株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  5,251,790株 21年3月期  5,211,389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 82,547,552株 21年3月期第1四半期 83,272,539株
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  当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による景気対策により個人消費に下げ止まりの兆候が見えるもの

の、雇用環境は依然深刻な状況にあるなど、厳しい状況が続いております。 

 このような経済情勢の下で、公共投資の削減による価格競争の激化により、当社グループを取り巻く事業環境も極

めて厳しい状況にある中、当社グループは積極的に営業活動を展開してまいりましたが、当第１四半期連結累計期間

の受注高は29,132百万円と前年同期に比し1,949百万円（△6.3％）の減少となりました。売上高については17,674百

万円と前年同期に比し1,081百万円（△5.8％）の減少となりました。また、受注残高については138,270百万円とな

りました。 

 損益面においては、当第１四半期連結累計期間の営業損失は399百万円、経常損失は174百万円、四半期純損失は

480百万円となりました。 

  なお、当社グループの売上高は、通常の事業形態として、上半期に比較して下半期が多くなる傾向にあります。ま

た、上半期においても、第１四半期の売上高に比較して第２四半期の売上高が多くなる傾向にあります。 

 ちなみに、当第１四半期連結累計期間の売上高は17,674百万円でありましたが、前年同期の売上高は18,755百万

円、前連結会計年度における売上高は104,930百万円であります。 

   

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  

［環境・エネルギー（国内）事業］ 

ごみ焼却処理施設の大型改修工事を受注したこと等により、受注高は21,631百万円と前年同期に比べ1,999百万円

（+10.2％）の増加となりました。またごみ焼却施設建設工事が進ちょくしたことなどにより、売上高につきまし

ても10,750百万円と前年同期に比べ2,991百万円（+38.5％）の大幅な増加となりました。損益面では、前年同期の

営業損失から大きく改善し、営業利益717百万円の計上となりました。 

 

［環境・エネルギー（海外）事業］ 

受注高は2,412百万円と前年同期に比べ777百万円（+47.6％）の増加となりました。なお、為替相場変動の影響額

を除いた受注高は192百万円となります。また欧州における廃棄物発電プラント工事が進ちょくしたものの、売上

高につきましては2,815百万円と前年同期に比べ1,084百万円（△27.8％）の減少となりました。損益面では、海外

子会社における工事追加費用の発生などにより、営業損失351百万円となりました。 

 

［民生熱エネルギー事業］ 

主力製品の貫流ボイラ・温水ヒーター等における、単品販売から周辺システム、周辺機器を含めた包括的な営業展

開による市場占有率の向上、メンテナンス事業における保守契約等の更新需要の確保に努めておりますが、受注高

は4,267百万円と前年同期に比べ1,613百万円（△27.4％）の減少、また売上高は3,220百万円と前年同期に比べ535

百万円（△14.3％）の減少となりました。損益面におきましても、営業損失218百万円の計上となりました。 

 

［その他事業］ 

民間需要の低迷により、受注高は833百万円と前年同期に比べ3,121百万円（△78.9％）、売上高は917百万円と前

年同期に比べ2,442百万円（△72.7％）の減少となりました。また、損益面でも売上高の減少が影響したこともあ

り、営業損失113百万円となりました。   

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

事業の種類別セグメントの名称  受注高（百万円）  売上高（百万円） 営業利益（百万円） 

環境・エネルギー（国内）事業 21,631 10,750 717 

環境・エネルギー（海外）事業 2,412 2,815 △351 

民生熱エネルギー事業 4,267 3,220 △218 

その他事業 833 917 △113 

 消去又は全社 △12 △29  △434 

合計 29,132  17,674 △399 
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  当第１四半期連結会計期間末の総資産は95,776百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,365百万円（△3.4％）の

減少となりました。主な要因は、現金及び預金が4,777百万円、連結範囲の変更等によって有形固定資産が2,966百万

円の増加となった一方で、受取手形及び売掛金が順調な回収により13,975百万円の減少となったこと等によるもので

あります。 

 負債は70,976百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,618百万円（△3.6％）の減少となりました。主な要因は、

長期借入金が連結範囲の変更等によって2,629百万円の増加となった一方で、支払手形及び買掛金が5,497百万円の減

少となったこと等によるものであります。 

 純資産は24,800百万円となり、前連結会計年度末に比べ746百万円（△2.9％）の減少となりました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の23.1％から24.1％となり、１株当たり純資産は前連結会計年度末の

277.10円から279.47円となりました。 

  

  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20,921百万円と前連結会計年度末に比べ4,666

百万円増加しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は6,533百万円（前年同期比+759百万円）となりました。 

 これは主に、仕入債務の支払によって8,214百万円、たな卸資産の増加によって1,746百万円減少しましたが、売上

債権の順調な回収によって18,046百万円増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の増加は431百万円（前年同期比+719百万円）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出によって67百万円減少しましたが、補助金の受取によって501百万円

増加したこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は2,457百万円（前年同期比△1,459百万円）となりました。 

 これは主に、短期借入金の返済によって2,239百万円、長期借入金の返済によって211百万円減少したこと等による

ものであります。  

  

 今後の見通しにつきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想から現時点で変更はありません。  

 なお、当社グループの業績は季節的変動が大きいことから、業績管理については年次のみで行うこととしているた

め、第２四半期連結累計期間の業績予想を開示しておりません。第２四半期連結累計期間の業績予想の開示が可能と

なった時点で速やかに開示いたします。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

  

  

１.簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当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。 

②棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

の切下げを行う方法によっております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。  

  

２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

①原価差異の繰延処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当該

原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

②税金費用の計算 

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。 

  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、主として工期が１年を超えかつ10億円以上の請負工事につい

ては工事進行基準を、その他の工事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」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準適用指針第18号）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工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進ちょ

く部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進ちょく率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事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118百万円増加し、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12百

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。 

  

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 21,701 16,924

受取手形及び売掛金 22,002 35,978

有価証券 33 32

商品及び製品 895 1,002

仕掛品 5,510 3,595

原材料及び貯蔵品 1,715 1,788

その他 5,708 5,097

貸倒引当金 △30 △35

流動資産合計 57,537 64,383

固定資産   

有形固定資産 15,803 12,836

無形固定資産   

のれん 3,174 3,314

その他 454 464

無形固定資産合計 3,629 3,778

投資その他の資産   

投資有価証券 15,269 13,924

その他 4,184 4,852

貸倒引当金 △656 △644

投資その他の資産合計 18,797 18,132

固定資産合計 38,229 34,747

繰延資産 9 10

資産合計 95,776 99,141
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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 21,970 27,467

短期借入金 11,420 13,315

未払法人税等 233 509

賞与引当金 844 1,497

製品保証等引当金 186 397

受注工事損失引当金 805 1,643

訴訟損失引当金 11,757 11,757

その他 9,035 6,433

流動負債合計 56,254 63,022

固定負債   

長期借入金 4,550 1,920

退職給付引当金 5,411 5,382

役員退職給与引当金 265 277

負ののれん 2,598 1,733

その他 1,896 1,256

固定負債合計 14,722 10,571

負債合計 70,976 73,594

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,367 13,367

資本剰余金 3,925 12,407

利益剰余金 7,132 △375

自己株式 △3,706 △3,675

株主資本合計 20,718 21,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,671 1,484

繰延ヘッジ損益 0 1

為替換算調整勘定 △321 △323

評価・換算差額等合計 2,350 1,161

少数株主持分 1,730 2,661

純資産合計 24,800 25,546

負債純資産合計 95,776 99,141
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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 18,755 17,674

売上原価 16,269 14,002

売上総利益 2,486 3,671

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 3 19

給料手当 1,467 1,355

賞与引当金繰入額 347 339

退職給付引当金繰入額 80 96

役員退職給与引当金繰入額 22 21

その他 2,450 2,238

販売費及び一般管理費合計 4,372 4,071

営業損失（△） △1,886 △399

営業外収益   

受取利息 57 23

受取配当金 262 144

負ののれん償却額 7 145

持分法による投資利益 － 3

その他 132 68

営業外収益合計 460 385

営業外費用   

支払利息 33 75

為替差損 － 62

弁護士報酬 24 2

持分法による投資損失 29 －

その他 25 19

営業外費用合計 112 159

経常損失（△） △1,538 △174

特別利益   

補助金収入 － 501

貸倒引当金戻入額 11 11

固定資産売却益 0 0

その他 0 0

特別利益合計 12 513

特別損失   

固定資産圧縮損 － 501

投資有価証券評価損 28 14

固定資産処分損 3 7

その他 4 1

特別損失合計 36 524

税金等調整前四半期純損失（△） △1,563 △184

法人税等 56 319

少数株主損失（△） △83 △23

四半期純損失（△） △1,535 △480
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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（△） △1,563 △184

減価償却費 229 279

のれん償却額 85 144

負ののれん償却額 － △145

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） 28 14

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産処分損益（△は益） 3 7

固定資産圧縮損 － 501

補助金収入 － △501

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △829 △652

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,275 △848

退職負債の増減額（△は減少） △44 △67

受取利息及び受取配当金 △320 △168

支払利息 33 75

持分法による投資損益（△は益） 29 △3

売上債権の増減額（△は増加） 13,376 18,046

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,125 △1,746

未収消費税等の増減額（△は増加） 132 5

その他の流動資産の増減額（△は増加） △296 △475

仕入債務の増減額（△は減少） △3,523 △8,214

未払消費税等の増減額（△は減少） △199 △7

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,430 1,177

その他 △139 △476

小計 6,022 6,765

利息及び配当金の受取額 450 366

利息の支払額 △60 △75

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △639 △522

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,773 6,533
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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   

定期預金の純増減額（△は増加） △291 △107

有形固定資産の取得による支出 △30 △67

有形固定資産の売却による収入 0 0

補助金の受取額 － 501

無形固定資産の取得による支出 △41 △3

投資有価証券の取得による支出 △25 △3

投資有価証券の売却による収入 1,000 －

貸付けによる支出 △984 △36

貸付金の回収による収入 82 104

その他の投資の増加による支出 △22 △47

その他の投資の減少による収入 24 91

その他 △0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △287 431

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） △750 △2,239

長期借入金の返済による支出 △37 △211

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 －

配当金の支払額 △206 －

少数株主への配当金の支払額 △4 －

その他 △0 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △998 △2,457

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,425 4,526

現金及び現金同等物の期首残高 23,937 16,254

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 140

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,363 20,921
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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） 

（注）① 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

② 各事業の主な製品等 

環境・エネルギー（国内）・・・・一般廃棄物処理プラント・産業廃棄物処理プラント・資源回収プラン

ト・下水処理プラント・汚泥焼却プラント・バイオマス発電プラン

ト・ガスタービンコージェネレーションシステム 

環境・エネルギー（海外）・・・・廃棄物発電プラント・バイオマス発電プラント 

民生熱エネルギー・・・・・・・・小型貫流ボイラ・真空式給湯暖房温水機 

その他 ・・・・・・・・・・・・含浸装置・コンベヤー・空調設備・半導体産業用設備 

③ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第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」（企業会計基準委員会 平成18年７

月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

「環境・エネルギー（国内）事業」で18百万円、「民生熱エネルギー事業」で59百万円それぞれ営業損失が

増加しております。 

  

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） 

 （注）① 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

  （単位 百万円）

  
環境・ 

エネルギー
（国内） 

環境・ 
エネルギー
（海外） 

民生熱 
エネルギー

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 
 7,752  3,896  3,749  3,356  18,755  －  18,755

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 6  2  6  3  19 (19)  －

計  7,759  3,899  3,756  3,360  18,774 (19)  18,755

営業利益 

（又は営業損失△） 
 △413  △779  △302  0  △1,494 (391)  △1,886

  （単位 百万円）

  
環境・ 

エネルギー
（国内） 

環境・ 
エネルギー
（海外） 

民生熱 
エネルギー

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 
 10,748  2,815  3,193  917  17,674  －  17,674

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2  －  26  0  29 (29)  －

計  10,750  2,815  3,220  917  17,703 (29)  17,674

営業利益 

（又は営業損失△） 
 717  △351  △218  △113  34 (434)  △399
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② 各事業の主な製品等 

環境・エネルギー（国内）・・・・一般廃棄物処理プラント・産業廃棄物処理プラント・資源回収プラン

ト・下水処理プラント・汚泥焼却プラント・バイオマス発電プラン

ト・ガスタービンコージェネレーションシステム 

環境・エネルギー（海外）・・・・廃棄物発電プラント・バイオマス発電プラント 

民生熱エネルギー・・・・・・・・小型貫流ボイラ・真空式給湯暖房温水機 

その他 ・・・・・・・・・・・・空調設備・半導体産業用設備 

③ 会計処理の方法の変更 

  （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 「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、当第１四

半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会

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

企業会計基準適用指針第18号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

「環境・エネルギー（国内）事業」で売上高が113百万円、営業利益が12百万円増加し、「その他事業」で

売上高が4百万円増加し、営業損失が0百万円減少しております。 

  

  

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） 

（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 

アジア・・・・タイ・台湾 

欧州・・・・・ドイツ・デンマーク 

③ 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第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」（企業会計基準委員会 平成18年７

月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

「日本」で77百万円営業損失が増加しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  （単位 百万円）

  日本 アジア 欧州 計 消去又は全社 連結 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上

高 
 17,074  43  1,637  18,755  －  18,755

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 9  109  4  123 (123)  －

計  17,083  153  1,642  18,878 (123)  18,755

営業利益 

（又は営業損失△） 
 △1,017  △14  △410  △1,442 (443)  △1,886
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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） 

 （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 

アジア・・・・タイ・台湾 

欧州・・・・・ドイツ・デンマーク 

③ 会計処理の方法の変更 

  （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 「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、当第１四

半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会

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

企業会計基準適用指針第18号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

「日本」で売上高が118百万円増加し、営業利益が12百万円増加しております。 

  

   

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） 

 （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 

アジア・・・・中国・台湾・タイ 

欧州・・・・・英国・デンマーク・ドイツ 

その他・・・・米国 

③ 海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国、又は地域における売上高であります。 

  

  （単位 百万円）

  日本 アジア 欧州 計 消去又は全社 連結 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上

高 
 16,455  168  1,050  17,674  －  17,674

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 10  15  28  54 (54)  －

計  16,465  184  1,078  17,729 (54)  17,674

営業利益 

（又は営業損失△） 
 557  47  △537  67 (467)  △399

ｃ．海外売上高

  （単位 百万円）

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ．海外売上高  1,215  3,526  7  4,750

Ⅱ．連結売上高                    18,755

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合 
6.5％ 18.8％ 0.0％ 25.3％ 
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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） 

 （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 

アジア・・・・インドネシア・台湾・中国 

欧州・・・・・英国・ドイツ・デンマーク 

その他・・・・スーダン 

③ 海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国、又は地域における売上高であります。 

  

   

  当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会における剰余金処分決議に基づき、資本剰余金から利益剰余

金へ8,460百万円振替え、欠損のてん補を行っております。この結果、当第１四半期連結会計期間において、

資本剰余金が8,460百万円減少し、利益剰余金が同額増加しております。 

   

  （単位 百万円）

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ．海外売上高  642  2,159  15  2,817

Ⅱ．連結売上高                    17,674

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合 
3.6％ 12.2％ 0.1％ 15.9％ 

（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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