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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,712 △18.4 △22 ― △29 ― △44 ―
21年3月期第2四半期 3,323 ― 236 ― 218 ― 205 ―

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2四半期 △4.92 ―
21年3月期第2四半期 22.89 ―

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2四半期 7,167 1,628 22.5 179.67
21年3月期 6,848 1,676 24.2 184.45

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,611百万円 21年3月期  1,654百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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  有   

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 6,550 △6.3 146 △72.9 100 △79.4 70 △85.1 7.81
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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  

(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。 

(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 
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。業績予想の具体的内容は、平成21年10月22日に別途開示いたしました「業績予想の修
正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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2四半期 8,970,111株 21年3月期  8,970,111株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,904株 21年3月期  2,863株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 8,967,226株 21年3月期第2四半期 8,967,449株
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当第２四半期における我が国経済は、昨年秋以降の世界同時不況による急速な景気悪化局面から、一部
景気の持ち直しがみられる展開となりましたが、依然として厳しい状況が続きました。 
 こうした中、当社グループでは前連結会計年度より開始された「新・中期経営計画」に基づき、売上高
の持続的拡大と筋肉質の企業体質維持を基本方針として、グローバルな営業に注力して事業を展開してま
いりましたが、景気悪化による企業の設備投資抑制が当社グループ業績にも大きく影響し、ボーリング機
器関連事業、工事施工関連事業ともに受注が伸び悩み、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期に
比べ減少する結果となりました。 
 ボーリング機器関連事業に関しましては、景気悪化の影響により国内販売が減少したことに加え、第２
四半期において大型案件不在から海外販売が低迷したことにより、売上高は1,885百万円と前年同期比191
百万円（9.2％）の減収となり、厳しい経済環境により受注価格も低下を余儀なくされ、営業利益は46百
万円と前年同期比96百万円の減益となりました。 
 工事施工関連事業に関しましては、期初受注残高が前年同期に比し低水準であったことに加え、工事の
着工延期等により受注が伸び悩んだことから、完成工事高は826百万円と前年同期比419百万円（33.7％）
の減収となり、完成工事高減少に伴う固定費の負担増により原価率が上昇した結果、営業損失として64百
万円（前年同期比158百万円の減益）を計上しました。 
 こうした結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比18.4％減の2,712百万円となり、営業
損失22百万円（前年同期は営業利益236百万円）、経常損失29百万円（前年同期は経常利益218百万円）、
四半期純損失44百万円（前年同期は四半期純利益205百万円）を計上しました。 
  

（1）資産の部 
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して318百万円増加し、7,167

百万円となりました。 
 流動資産は、受取手形及び売掛金、完成工事未収入金が主に回収により295百万円減少しました
が、工事施工関連事業において大型仕掛工事が進捗し始めたことにより未成工事支出金が325百万円
増加し、また現金及び預金が230百万円増加したことなどから、前連結会計年度末と比較して309百
万円増加し、4,799百万円となりました。 
 固定資産は、減価償却の実施はあるものの、機械装置及び運搬具、建物附属設備などで78百万円
の設備投資を行ったことなどにより、前連結会計年度末と比較して全体で８百万円増加し、2,367百
万円となりました。 

  
（2）負債の部 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して367百万円増加し、5,539
百万円となりました。 
 流動負債は、工事施工関連事業における未成工事受入金が253百万円、支払手形及び買掛金が35百
万円、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が61百万円増加したことなどにより、前
連結会計年度末と比較して373百万円増加し、3,620百万円となりました。また、固定負債は、長期
借入金が調達により37百万円増加しましたが、退職給付引当金が主に定年退職者への支給により22
百万円、社債のうち１年内償還予定分を流動負債へ振替えたことにより25百万円減少したことなど
により、前連結会計年度末と比較して６百万円減少し、1,918百万円となりました。 

  
（3）純資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純損失として44百万円を計上したことなどか
ら、1,628百万円となりました。なお、評価・換算差額等における為替換算調整勘定は、清算中の
KOKEN ENGINEERING(M)SDN.BHD.を連結の範囲から除外したことにより全て解消いたしました。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年７月24日に公表いたしました業績予想から修正し
ております。詳細につきましては、平成21年10月22日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参
照ください。 
  

  

・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

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。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四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棚卸資産の評価方法 
棚卸資産の簿価切下げに関しては、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、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

③固定資産の減価償却費の算定方法 
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 
法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算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。 

  

①連結の範囲に関する事項の変更 
清算中である子会社KOKEN ENGINEERING(M)SDN.BHD.の総資産、売上高、四半期純損益及び利益剰余

金等は、いずれも重要性がなくなったため、第１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外して
おります。 
  
②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、全ての工事について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）を第１四半
期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、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。 
 これによる、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影
響はありません。 

  

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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 755,769 525,407 

受取手形及び売掛金 997,144 1,104,954 

完成工事未収入金 294,125 481,521 

商品及び製品 1,489,648 1,557,708 

仕掛品 181,841 173,157 

未成工事支出金 561,372 236,151 

原材料及び貯蔵品 344,336 360,574 

その他 189,535 65,782 

貸倒引当金 △14,203 △15,639 

流動資産合計 4,799,570 4,489,617 

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,513,273 1,513,273 

その他（純額） 741,289 729,287 

有形固定資産合計 2,254,562 2,242,560 

無形固定資産 11,250 11,408 

投資その他の資産   

その他 263,106 270,055 

貸倒引当金 △161,030 △164,675 

投資その他の資産合計 102,075 105,379 

固定資産合計 2,367,889 2,359,348 

資産合計 7,167,460 6,848,966 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,167,647 1,132,294 

工事未払金 85,656 75,058 

短期借入金 927,400 560,000 

1年内償還予定の社債 25,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 531,710 837,700 

賞与引当金 153,783 151,742 

その他 729,673 490,131 

流動負債合計 3,620,869 3,246,926 

固定負債   

社債 175,000 200,000 

長期借入金 743,700 706,250 

退職給付引当金 708,706 731,267 

役員退職慰労引当金 88,192 84,928 

その他 202,703 202,703 

固定負債合計 1,918,301 1,925,148 

負債合計 5,539,171 5,172,074 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,846,297 1,846,297 

資本剰余金 1,687,943 1,687,945 

利益剰余金 △2,057,735 △2,005,781 

自己株式 △1,220 △1,206 

株主資本合計 1,475,284 1,527,253 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,064 △2,362 

土地再評価差額金 136,943 136,943 

為替換算調整勘定 － △7,796 

評価・換算差額等合計 135,879 126,783 

少数株主持分 17,124 22,854 

純資産合計 1,628,288 1,676,892 

負債純資産合計 7,167,460 6,848,966 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,323,452 2,712,284 

売上原価 2,393,744 2,032,426 

売上総利益 929,707 679,858 

販売費及び一般管理費 692,850 702,043 

営業利益又は営業損失（△） 236,856 △22,185 

営業外収益   

受取利息 1,348 1,098 

受取配当金 119 184 

為替差益 10,086 17,908 

その他 10,062 12,319 

営業外収益合計 21,616 31,510 

営業外費用   

支払利息 35,303 32,850 

支払手数料 1,572 2,441 

その他 3,457 3,202 

営業外費用合計 40,333 38,494 

経常利益又は経常損失（△） 218,140 △29,168 

特別利益   

固定資産売却益 566 － 

ゴルフ会員権売却益 7,591 － 

貸倒引当金戻入額 － 3,529 

特別利益合計 8,158 3,529 

特別損失   

固定資産除却損 － 404 

投資有価証券評価損 － 1,579 

投資有価証券売却損 － 32 

特別損失合計 － 2,017 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

226,298 △27,656 

法人税、住民税及び事業税 20,777 14,845 

法人税等調整額 △2,157 556 

法人税等合計 18,619 15,402 

少数株主利益 2,403 1,097 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 205,275 △44,157 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,651,196 1,272,914 

売上原価 1,170,582 1,006,064 

売上総利益 480,614 266,849 

販売費及び一般管理費 350,778 340,983 

営業利益又は営業損失（△） 129,835 △74,134 

営業外収益   

受取利息 849 546 

受取配当金 19 83 

償却債権取立益 2,697 － 

負ののれん償却額 － 2,767 

その他 1,841 3,883 

営業外収益合計 5,407 7,280 

営業外費用   

支払利息 16,947 16,213 

支払手数料 546 1,752 

為替差損 － 9,663 

その他 1,694 1,395 

営業外費用合計 19,188 29,025 

経常利益又は経常損失（△） 116,054 △95,878 

特別利益   

固定資産売却益 566 － 

特別利益合計 566 － 

特別損失   

固定資産除却損 － 404 

投資有価証券評価損 － 1,579 

投資有価証券売却損 － 32 

特別損失合計 － 2,017 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

116,620 △97,896 

法人税、住民税及び事業税 15,292 3,789 

法人税等調整額 △840 3,588 

法人税等合計 14,452 7,377 

少数株主利益 1,778 160 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 100,390 △105,433 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

226,298 △27,656 

減価償却費 45,952 66,082 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37,076 △5,080 

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,757 2,041 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △46,566 △22,560 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,252 3,264 

受取利息及び受取配当金 △1,467 △1,283 

支払利息 35,303 32,850 

為替差損益（△は益） 4 53 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △7,591 － 

投資有価証券売却損益（△は益） － 32 

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,579 

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） － 404 

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △566 － 

売上債権の増減額（△は増加） 593,131 294,095 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 290,766 253,608 

前受金の増減額（△は減少） △105,353 △893 

たな卸資産の増減額（△は増加） △729,746 △249,607 

仕入債務の増減額（△は減少） 71,561 46,549 

前渡金の増減額（△は増加） － △58,247 

その他 18,883 △50,000 

小計 399,545 285,232 

利息及び配当金の受取額 602 400 

利息の支払額 △35,882 △36,591 

法人税等の支払額 △19,220 △25,073 

営業活動によるキャッシュ・フロー 345,045 223,968 

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 △157,508 △1,705 

定期預金の払戻による収入 172,000 － 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △9,826 △81,271 

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,500 － 

投資有価証券の取得による支出 △917 △300 

投資有価証券の売却による収入 － 134 

子会社株式の取得による支出 － △4,110 

貸付金の回収による収入 280 270 

その他 5,281 △1,162 

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,808 △88,145 

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 488,650 817,400 

短期借入金の返済による支出 △401,940 △450,000 

長期借入れによる収入 － 150,000 

長期借入金の返済による支出 △468,540 △418,540 

その他 △49 △15 

財務活動によるキャッシュ・フロー △381,879 98,844 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,828 △53 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,854 234,614 

現金及び現金同等物の期首残高 500,566 473,226 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △5,957 

現金及び現金同等物の四半期末残高 472,711 701,882 
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該当事項はありません。 
  

  

 
  

  

 
(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  

① ボーリング機器関連事業……ボーリング機器の製造販売（ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本

体、部品、商品）、ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホーム

ウォーターシステム関連事業等  

② 工事施工関連事業……………建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建築基礎工事、さ

く井、温泉工事、土壌汚染改良工事 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

ボーリング 
機器関連事業 

(千円)

工事施工 
関連事業 
(千円)

計(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

961,625 689,571 1,651,196 ― 1,651,196

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,185 ― 3,185 (3,185) ―

計 964,811 689,571 1,654,382 (3,185) 1,651,196

 営業利益 62,367 64,734 127,102 2,732 129,835

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)

ボーリング 
機器関連事業 

(千円)

工事施工 
関連事業 
(千円)

計(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

805,546 467,367 1,272,914 ― 1,272,914

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11,184 ― 11,184 (11,184) ―

計 816,730 467,367 1,284,098 (11,184) 1,272,914

 営業損失 32,638 37,658 70,296 (3,837) 74,134
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(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  

① ボーリング機器関連事業……ボーリング機器の製造販売（ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本

体、部品、商品）、ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホーム

ウォーターシステム関連事業等  

② 工事施工関連事業……………建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建築基礎工事、さ

く井、温泉工事、土壌汚染改良工事 

  ３ 第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の一部について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法

に変更しております。 

 この変更に伴い従来の方法によった場合に比べ、第２四半期連結累計期間における「工事施工関連事業」の

営業費用が2,773千円増加し、営業利益が同額減少しております。  

  

 
(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  

① ボーリング機器関連事業……ボーリング機器の製造販売（ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本

体、部品、商品）、ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホーム

ウォーターシステム関連事業等  

② 工事施工関連事業……………建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建築基礎工事、さ

く井、温泉工事、土壌汚染改良工事 

  ３ 「定性的情報・財務諸表等」４．その他(3)の②に記載のとおり第１四半期連結会計期間から、「工事契約に

関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用しております。 

 この変更に伴う各セグメントに与える影響はありません。 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

ボーリング 
機器関連事業 

(千円)

工事施工 
関連事業 
(千円)

計(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,077,130 1,246,321 3,323,452 ― 3,323,452

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11,707 881 12,588 (12,588) ―

計 2,088,837 1,247,203 3,336,040 (12,588) 3,323,452

 営業利益 142,065 93,889 235,954 902 236,856

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

ボーリング 
機器関連事業 

(千円)

工事施工 
関連事業 
(千円)

計(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,885,862 826,422 2,712,284 ― 2,712,284

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

13,859 320 14,179 (14,179) ―

計 1,899,721 826,742 2,726,464 (14,179) 2,712,284

 営業利益又は営業損失（△） 46,061 △64,284 △18,223 (3,962) △22,185
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 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

  

 
(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) アフリカ地域………アルジェリア、アンゴラ 

     (2) アジア地域…………インドネシア、中国、韓国、スリランカ、台湾 

     ３ 海外売上は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又

は地域における完成工事高であります。 

  

  

 
(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) アフリカ地域………アルジェリア、マリ、アンゴラ 

     (2) アジア地域…………中国、台湾、インドネシア 

     ３ 海外売上は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又

は地域における完成工事高であります。 

  

【所在地別セグメント情報】

 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び前第２四半期連結

累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

 当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 94,175 239,661 333,836

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,651,196

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.7 14.5 20.2

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 70,656 87,359 158,016

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,272,914

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.5 6.9 12.4
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(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) アフリカ地域………アルジェリア、アンゴラ、モーリタニア 

     (2) アジア地域…………韓国、カザフスタン、ラオス、インドネシア、中国 

     ３ 海外売上は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又

は地域における完成工事高であります。 

  

  

 
(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) アフリカ地域………アルジェリア、マリ、アンゴラ 

     (2) アジア地域…………中国、タジキスタン、インドネシア 

     ３ 海外売上は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又

は地域における完成工事高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 208,273 748,769 957,043

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 3,323,452

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.3 22.5 28.8

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 143,013 513,519 656,533

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,712,284

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.3 18.9 24.2

(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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