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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 8,994 △9.6 △622 ― △505 ― △235 ―
21年3月期第1四半期 9,953 ― △784 ― △499 ― △425 ―

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 △5.21 ―
21年3月期第1四半期 △9.35 ―

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 87,735 44,802 50.6 997.18
21年3月期 92,916 43,765 46.6 952.28

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  44,362百万円 21年3月期  43,317百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 ― 8.00 15.00

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

24,000 △6.6 △1,300 ― △1,300 ― △800 ― △17.98

通期 70,000 △10.0 1,800 △36.8 1,800 △43.9 800 66.7 17.98
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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、６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、６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 
 本資料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。  

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 45,625,800株 21年3月期  45,625,800株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,138,403株 21年3月期  137,349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 45,237,916株 21年3月期第1四半期 45,501,755株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、在庫調整が進み設備稼働率が回復する兆候が見え

始めたものの、景気の牽引役となる設備投資や輸出の減退は依然顕著であり、景気の低迷状態が続くこ

ととなりました。  

 機械業界では、国内の上下水道分野においては政府の補正予算成立等の動きはあったものの、公共投

資は依然低調に推移しております。また、産業機械分野においては、景気の下振れ懸念など先行きの不

透明感が高いなかで、企業の設備投資は減少傾向が続いております。  

 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、国内外の民需を主要

マーケットとする産業事業では、国内外の幅広い分野・業種向けに乾燥機や分離機等の受注を展開して

まいりました。  

 その結果、当第１四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238億２百万円（前年同期比16億80百万円の増加）、売上高は89億94百万円（前年同期比９

億59百万円の減収）となりました。また、損益面につきましては、営業利益は△６億22百万円（前年同

期比１億61百万円の改善）、経常利益は△５億５百万円（前年同期比６百万円の減益）、四半期純利益

は△２億35百万円（前年同期比１億90百万円の改善）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１四半期連

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、鉄鋼、食品、砂糖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。  
  

 

（注）１：PFI（Private Finance Initiative） 

施設整備を伴う公共サービスにおいて、民間の有する資金、技術、効率的な運用ノウハウなどを活用

する仕組み 

 ２：DBO（Design Build Operate） 

事業会社に施設の設計（Design）、建設（Build）、運営（Operate）を一括して委ね、施設の保有と

資金の調達は行政が行う方式 

  

・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 １）浄水場・下水処理場の脱水設備、乾燥設備、焼却設備等の汚泥処理プラントの設計・建設

２）上記プラントに使用される各種単体機器の設計・製造・販売

３）浄水場・下水処理場におけるPFI、DBO事業

４）浄水場・下水処理場設備の運転・維持管理・補修およびこれらに付随する業務

 産業事業 １）化学、鉄鋼、食品等プラントの設計・建設

２）上記プラントに使用されるろ過機、分離機、乾燥機、ガスホルダ等各種単体機器の設計・
製造・販売

３）廃液・廃水・固形廃棄物処理等プラントの設計・建設

４）バイオマスエタノール製造プラントの設計・建設

５）真空技術応用装置および関連部品の設計・製造

６）一般・産業廃棄物処理事業
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 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、下水処理場

における複数年や包括的維持管理業務、あるいは、設備建設と長期の維持管理業務を一体化したPFI、

DBO事業等の発注は徐々に増加しております。  

 このような状況の下、当社グループは汚泥処理設備の受注活動をはじめ、複数年や包括的維持管理業

務、更には汚泥燃料化技術と長期の包括的維持管理業務を一体化したDBO事業の獲得を推進してまいり

ました。  

 その結果、当第１四半期連結累計期間における水環境事業の受注高は181億49百万円（前年同期比65

億82百万円の増加）となり、売上高は45億88百万円（前年同期比５億89百万円の減収）となりました。

営業利益は△３億27百万円（前年同期比２億37百万円の改善）となりました。  

  

(産業事業)  

 産業事業では、在庫調整の一巡や経済対策の効果により景気は持ち直しに向かうことが期待されるも

のの、企業の生産活動が極めて低い水準にあり、設備投資需要は依然停滞している状況にあります。  

 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・業種においてろ過機、分離機、乾燥機等

の単体機器を中心に受注の確保に努めてまいりました。  

 その結果、当第１四半期連結累計期間における産業事業の受注高は56億52百万円（前年同期比49億１

百万円の減少）となり、売上高は44億５百万円（前年同期比３億69百万円の減収）となりました。営業

利益は△２億95百万円（前年同期比75百万円の減益）となりました。  
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当第１四半期連結会計期間末の資産合計は877億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ51億81百

万円減少しました。これは主に、資金運用による有価証券の増加18億円、株式時価評価の影響等による

投資有価証券の増加37億75百万円はあったものの、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が197億

52百万円減少したことによるものです。  

 負債合計は429億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ62億18百万円減少しました。これは主

に、支払手形及び買掛金が65億27百万円減少したことによるものです。  

 純資産合計は448億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億37百万円増加しました。これは主

に、配当金の支払および当四半期純損失による利益剰余金の減少５億99百万円、自己株式の取得による

減少５億12百万円はあったものの、株式時価評価によりその他有価証券評価差額金が21億59百万円増加

したことによるものです。  

  

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、前連結会計年度末に比べ110億

70百万円増加し、198億52百万円となりました。当第１四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あります。 

  

営業活動の結果得られた資金は、122億29百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少額65億

27百万円等の減少要因はあったものの、売上債権の回収による売上債権の減少額197億52百万円等の増

加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、１億54百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得に

よる支出１億37百万円等の減少要因があったことによるものです。 

 財務活動の結果使用した資金は、10億４百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済１億

15百万円、自己株式の取得による支出５億12百万円および配当金の支払額３億63百万円等の減少要因

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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平成21年５月12日に「平成21年３月期 決算短信」で公表しました平成22年３月期の業績予想を変更

しておりません。 

  
  

 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、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。 

 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。 

  

（「工事契約に関する会計基準」等の適用）  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年以上かつ請負金額３億円以上の工事に

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工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部

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（工事の進捗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、従来の方法と比較して、売上高は12百万円増加し、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１百万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

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 17,102 7,832

受取手形及び売掛金 23,922 43,675

有価証券 2,800 1,000

仕掛品 6,268 4,641

原材料及び貯蔵品 143 148

その他 4,627 4,742

貸倒引当金 △70 △145

流動資産合計 54,793 61,894

固定資産   

有形固定資産 13,721 13,930

無形固定資産 1,746 1,905

投資その他の資産   

投資有価証券 14,846 11,071

その他 2,912 4,370

貸倒引当金 △285 △255

投資その他の資産合計 17,473 15,185

固定資産合計 32,941 31,021

資産合計 87,735 92,916

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,601 22,129

短期借入金 200 200

1年内返済予定の長期借入金 666 663

未払法人税等 98 696

前受金 6,031 4,085

賞与引当金 690 1,509

完成工事補償引当金 1,864 1,952

工事損失引当金 130 107

その他 5,306 5,391

流動負債合計 30,590 36,735

固定負債   

長期借入金 5,522 5,640

退職給付引当金 6,408 6,349

役員退職慰労引当金 98 334

その他 313 91

固定負債合計 12,342 12,415

負債合計 42,932 49,151
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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) 

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 31,855 32,454

自己株式 △630 △118

株主資本合計 43,357 44,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,116 △1,042

繰延ヘッジ損益 △111 △108

評価・換算差額等合計 1,004 △1,151

少数株主持分 440 447

純資産合計 44,802 43,765

負債純資産合計 87,735 92,916
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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 9,953 8,994

売上原価 8,311 7,432

売上総利益 1,641 1,562

販売費及び一般管理費   

見積設計費 240 225

役員報酬及び従業員給与・諸手当・賞与・福利費 850 713

賞与引当金繰入額 144 164

退職給付引当金繰入額 61 55

役員退職慰労引当金繰入額 18 25

その他 1,110 1,001

販売費及び一般管理費合計 2,426 2,184

営業損失（△） △784 △622

営業外収益   

受取利息 26 3

受取配当金 259 166

持分法による投資利益 3 2

その他 61 13

営業外収益合計 351 186

営業外費用   

支払利息 49 45

その他 17 24

営業外費用合計 66 69

経常損失（△） △499 △505

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 26 44

特別利益合計 26 45

特別損失   

固定資産除売却損 1 0

有価証券評価損 301 －

投資有価証券評価損 － 0

その他 7 －

特別損失合計 311 1

税金等調整前四半期純損失（△） △784 △462

法人税等 △336 △231

少数株主利益又は少数株主損失（△） △22 5

四半期純損失（△） △425 △235
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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（△） △784 △462

減価償却費 406 385

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25 59

賞与引当金の増減額（△は減少） △759 △819

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59 △236

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △44

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △680 △87

工事損失引当金の増減額（△は減少） △21 23

受取利息及び受取配当金 △286 △170

支払利息 49 45

持分法による投資損益（△は益） △3 △2

有形固定資産除売却損益（△は益） 1 0

有価証券評価損益（△は益） 301 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 0

売上債権の増減額（△は増加） 12,170 19,752

前受金の増減額（△は減少） 2,072 1,946

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,771 △1,621

仕入債務の増減額（△は減少） △5,261 △6,527

その他 △398 693

小計 4,982 12,934

利息及び配当金の受取額 223 168

利息の支払額 △50 △47

法人税等の支払額 △2,033 △826

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,122 12,229

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 △1,799 －

有形固定資産の取得による支出 △128 △15

有形固定資産の売却による収入 0 2

無形固定資産の取得による支出 △79 △5

投資有価証券の取得による支出 － △137

貸付けによる支出 △1 －

貸付金の回収による収入 2 1

その他の支出 △2 △1

その他の収入 5 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,002 △154

月島機械㈱(6332)　平成22年3月期　第1四半期決算短信

－　10　－



（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) 

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 150 150

短期借入金の返済による支出 △200 △150

長期借入金の返済による支出 △113 △115

リース債務の返済による支出 － △1

自己株式の取得による支出 △2 △512

配当金の支払額 △364 △363

少数株主への配当金の支払額 △11 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △541 △1,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 578 11,070

現金及び現金同等物の期首残高 15,727 8,782

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,305 19,852
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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、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、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・下水処理場の脱水設備、乾燥設備、焼却設備等の汚泥処理プラント、各種単体機

器、浄水場・下水処理場におけるPFI、DBO、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・鉄鋼・食品等プラント、ろ過機、分離機、乾燥機、ガスホルダ等各種単体機器、廃

液・廃水・固形廃棄物処理等プラント、バイオマスエタノール製造プラント、真空技術応

用装置、一般・産業廃棄物処理等  

３ 「工事契約に関する会計基準」等の適用 

   「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、当第１四半期連結会計期間から、「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)を適用しております。  

 これにより、従来の方法と比較して、水環境事業の売上高は３百万円増加し、営業損失は１百万円減少し

ており、産業事業の売上高は８百万円増加し、営業損失は０百万円減少しております。  

  

(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】

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 5,178 4,775 9,953 ― 9,953

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,178 4,775 9,953 (―) 9,953

  営業損失（△） △ 564 △ 219 △ 784 (―) △ 784

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 4,588 4,405 8,994 ― 8,994

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,588 4,405 8,994 (―) 8,994

  営業損失（△） △ 327 △ 295 △ 622 (―) △ 622
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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) 

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) 

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。 

  

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 

(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。 

  

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 

(1) アジア……………韓国、中国、サウジアラビア 

(2) その他の地域……ブラジル、ハンガリー、ポーランド 

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。 

  

当社は、平成21年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成21年５月28日に東京証券取引所の自己
株式立会外買付取引(ToSTNeT-３)により、自己株式1,000,000株を512百万円で取得いたしました。この
結果、当第１四半期連結累計期間において自己株式が512百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末
において自己株式が630百万円となっております。 

  

【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) 1,399 619 2,019

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 9,953

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

14.1 6.2 20.3

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,166 335 1,501

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 8,994

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

13.0 3.7 16.7

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

月島機械㈱(6332)　平成22年3月期　第1四半期決算短信

－　13　－



① 受注実績 

  
 

  

② 売上実績 

  
 

  

③ 受注残高 

  
 

  

6. その他の情報

【受注、売上及び受注残高の状況】

事業の種類別 
セグメント名称

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)

比較増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 前年同期比(％)

水環境事業 11,567 18,149 6,582 56.9

産業事業 10,553 5,652 △ 4,901 △ 46.4

合  計 22,121 23,802 1,680 7.6 

事業の種類別 
セグメント名称

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)

比較増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 前年同期比(％)

水環境事業 5,178 4,588 △ 589 △ 11.4

産業事業 4,775 4,405 △ 369 △ 7.7

合  計 9,953 8,994 △ 959 △ 9.6

事業の種類別 
セグメント名称

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)

比較増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 前年同期比(％)

水環境事業 51,577 57,286 5,708 11.1

産業事業 37,927 23,596 △ 14,331 △ 37.8

合  計 89,505 80,882 △ 8,622 △ 9.6
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