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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 22,527 △19.4 △193 ― △188 ― △354 ―
21年3月期第2四半期 27,940 ― △149 ― △98 ― △323 ―

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 △6.44 ―
21年3月期第2四半期 △5.88 ―

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 40,884 19,450 47.1 349.82
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2四半期  19,245百万円 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
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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00
22年3月期 

（予想）
― 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 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 
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およ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。 

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 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2四半期  160,722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2四半期 55,016,691株 21年3月期第2四半期 55,026,311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、上半期は前年同期比15.5％減ながら、下半期はほぼ前年同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。 

  

 当第２四半期連結累計期間の業績については、 

① 建設関連市場は、同業他社との競争激化に伴い受注金額の下落が進行したこと 

② 情報システム関連市場は、既存システムの改修は堅調ながらお客様におけるハードウェア更新等の情報化投資の

規模縮小や延期・凍結等の傾向が高まったこと 

③ 自動車、電子部品等の市場や素材関係は、お客様の工場稼働率が昨年10月以前の水準には戻らず、前第２四半期

（平成20年7～9月）の水準に比べ、自動車は約7割、それ以外は約8割の状況で推移したこと 

④ 燃料関連市場は、お客様の工場稼働率低下に伴う需要減に加え、お客様からのコストダウン要求が高まったこと 

等の影響がありました。しかしながら、これは、計画策定時点からある程度予測されていたことから、スリムで筋肉

質な企業体質を構築すべく、内部統制の強化や社内情報システムの活用により、効率的な組織運営を加速させること

で、コスト削減を推進してまいりました。 

 具体的には、 

① 品質向上によるトラブル・手戻り等の減少 

② 事業規模縮小に伴う調達方針変更（採算・効率を重視した調達） 

③ 業務の改善、ワークシェアの推進による内部コストの低減 

④ 管理向上による受取債権および在庫の不良化防止 

に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は225億27百万円（前年同期比19.4％減）、営業

損失は1億93百万円（前年同期の営業損失は1億49百万円）、経常損失は1億88百万円（前年同期の経常損失は98百万

円）、第２四半期純損失は3億54百万円（前年同期の第２四半期純損失は3億23百万円）と減収減益となりました。営

業損失、経常損失および第２四半期純損失については、売上高の大幅な減少に伴い売上総利益は減少したものの、前

年同期にゼネコン・ディベロッパーに対する不良債権が発生したことに加え、上記コスト削減が功を奏し、落ち込み

額を最小限に留めることができたものと認識しております。また、計画対比では、赤字ながらも損益ベースで当初計

画を上回ることができました。 

  

 なお、下半期も、上半期同様、効率的な組織運営をさらに加速させるとともに、当社グループを取り巻く事業環境

の変化に対して、短期的なものから長期的なものについても出遅れることなくスピーディーな対応に心掛けること

で、計画の達成に向け邁進してまいります。 

 特に、化学品関連事業につきましては、「無機・有機化学品」は、物流システムの活用やパートナー企業との協業

により、現在の事業エリアに隣接する地域での新規ビジネスの開拓を推し進めてまいります。また、「医薬品原体」

については、戦略的パートナーである日医工㈱との協業を強力に進めるとともに、将来を見据えたジェネリック医薬

品向け原体の開発、ならびに設備増強を推進してまいります。「海外ビジネス」は、本年10月のベトナムとの経済連

携協定の発効を機に、未だ高い経済成長を遂げているベトナムでの基礎化学品を中心とした輸入化学品販売の拡大を

図ってまいります。さらに、ベトナム産品の輸入ビジネスについては、昨年11月に焼津水産化学工業㈱との業務提携

に基づき設立したキチン分解物（中間体）製造子会社の工場（本年12月完成予定）の早期安定稼働を進めてまいりま

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、物流システムの増強や新たなパートナー企業との代理店契約の締結、自分達の強みが発

揮できる付加価値の高い商品の拡販に努めてまいりましたものの、当社および北陸地区を事業基盤とする子会社とも

に、お客様の工場稼働率が本格回復には至らず、売上高および営業利益は前年同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が本格回復には至らず、売上高は前年

同期比で減少し、営業利益は、利益率の改善およびコスト削減に努めたものの、キチン分解物（中間体）製造子会社

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

三谷産業(株)　(8285)　平成22年3月期　第２四半期決算短信

-3-



の立ち上げ費用の発生により前年同期比で減少いたしました。 

 「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ものの、拡大基調が予想よりやや低調に推移す

るなか、お客様での在庫調整の影響を受け、売上高は前年同期比で減少いたしました。また、営業利益は、利益率の

改善により売上総利益は若干増加したものの、本年6月に日医工㈱との共同出資で設立した医薬品原体製造子会社の

立ち上げ費用の発生により前年同期比で減少いたしました。 

 以上の結果、売上高は前年同期比14.1％減の89億75百万円、営業利益は前年同期比39.7％減の2億82百万円となり

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へ移管いたしました。この移管に伴う売上高増加額は2億45百

万円であります。 

  

〔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、既存のお客様への受注活動を展開するとともに、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、案件の発掘に努めてまいりました。 

 「オリジナルソフトサービス」面では、「POWER EGG®2.0（新バージョン）」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

ーを武器に新規商談開拓を推進してまいりました。 

 以上の結果、受注高は、ハードウェア更新等の情報化投資の規模縮小や延期・凍結等の傾向が強まるなか、特に首

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、前年同期比25.3％減の25億91百万円となりま

した。 

 一方、売上高は、受注高の減少に加え、前年同期は北陸地区で大型案件の売上計上があったことから、前年同期比

14.5％減の26億28百万円となりました。また、営業利益は利益率の改善、コスト削減に努めたものの、前年同期比

7.4％減の1億30百万円となりました。 

  

〔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いたしました。このような状況のなか、北陸

地区において、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。 

 しかしながら、売上高は、販売単価の低下の影響に加え、お客様の工場稼働率回復遅れの影響もあり、前年同期比

47.1％減の22億21百万円となりました。一方、営業利益は採算重視の営業展開を推進してきたことを主要因に、前年

同期比2.9％増の1億22百万円とほぼ前年同期並みの利益を確保することができました。 

  

〔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、当上半期において少しは動き始めてきたもの

の、同業他社との競争激化に伴い受注金額の下落が進行したため受注活動は苦戦を強いられました。このような状況

において、これまで構築してきたお客様（ディベロッパー）との信頼関係および施工品質を武器に、リニューアル工

事案件への取り組みを強化してまいりました結果、首都圏でのリニューアル工事の受注高は前年同期比約30％増、そ

の受注ウェイトは34％（前上半期19％）と大幅に増加いたしました。 

 「北陸地区」は、建設需要低迷という事業環境のなか、ダイキン空調北陸㈱（同社における当社グループシェアが

NO.1）との連携、ならびにお客様の空調設備丸ごと診断によるメンテナンスおよびリニューアル工事案件の発掘に取

り組んでまいりました。 

 以上の結果、受注高は、オフィスビルおよびマンション案件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、前年同期比22.0％減の41億66百万円となりました。一方、売上

高は、北陸地区は低調であったものの、首都圏で前連結会計年度以前に受注した大型工事物件について、工事進行基

準による売上計上が増加したことから、43億4百万円と前年同期比1.3％の微増となりました。また、営業利益は、前

年同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、前年同期比大幅増の1億8百万円（前年同期の

営業利益は21百万円）となりました。 

  

〔樹脂・エレクトロニクス関連事業〕 

 「金型・樹脂成形品」は、主力の自動車部品分野における需要低迷の影響を受け、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需要減の影響を受けまし
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た。ただし、自動車部品メーカーを始めとしたお客様での在庫調整が終息し需要が回復してまいりました結果、受注

が計画に比べ増加し、また、ベトナム工場の稼働率も上がってまいりました。 

 以上の結果、売上高は前年同期比64.7％減の5億27百万円、営業損失は1億32百万円（前年同期の営業損失は66百万

円）と前年同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へ移管いたしました。この移管に伴う売上高減少額は2億45百万円であります。 

  

〔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について、平成17年

には約8万4千戸であったものが、昨年は4万3千戸、本年見込みは3万5千戸（平成17年対比58％減 平成20年対比19％

減）という事業環境のなか、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。 

 以上の結果、受注高は前年同期比40.4％減の45億円となりました。また、売上高は前年同期比13.1％減の43億66百

万円となりましたものの、営業損失は、前年同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

億45百万円（前年同期の営業損失は2億5百万円）と前年同期比で減少いたしました。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、408億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億6百万円減少い

たしました。主な要因は、受取手形及び売掛金35億7百万円の減少、現金及び預金8億7百万円の増加、完成工事未収

入金12億76百万円の増加、投資有価証券9億53百万円の増加であります。 

 負債残高は、214億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億40百万円減少いたしました。主な要因は、支払手

形及び買掛金15億28百万円の減少、短期借入金5億9百万円の減少、工事未払金3億70百万円の増加、長期借入金4億38

百万円の増加であります。 

 純資産残高は、194億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億34百万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47.1%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349円82銭に増加いたしました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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43億69百万円となり、前連結会計年度末に比

べ7億36百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は11億34百万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22億39百万円、減価償却費3億88百万円であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額11億65百万円、たな卸

資産の増加額3億92百万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は3億11百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得に

よる支出1億89百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は94百万円の支出となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成21年5月13日に発表いたしました通期連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

(簡便な会計処理) 

①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。 

③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２四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）を第１四

半期連結会計期間より適用し、当第２四半期連結累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719百万円増加し、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196百

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 4,621 3,814

受取手形及び売掛金 10,300 13,808

完成工事未収入金 2,558 1,281

商品及び製品 693 831

仕掛品 3,389 2,700

未成工事支出金 221 371

原材料及び貯蔵品 83 86

その他 595 623

貸倒引当金 △93 △110

流動資産合計 22,372 23,408

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,099 4,200

土地 3,669 3,669

その他（純額） 768 681

有形固定資産合計 8,537 8,551

無形固定資産   

ソフトウエア 695 750

その他 149 131

無形固定資産合計 844 882

投資その他の資産   

投資有価証券 7,732 6,779

その他 1,437 1,708

貸倒引当金 △39 △238

投資その他の資産合計 9,130 8,248

固定資産合計 18,512 17,683

資産合計 40,884 41,091
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（単位：百万円）

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 6,801 8,330

工事未払金 1,076 705

短期借入金 7,095 7,604

未払法人税等 154 409

役員賞与引当金 15 99

受注損失引当金 98 13

完成工事補償引当金 29 36

その他 3,370 2,817

流動負債合計 18,642 20,017

固定負債   

長期借入金 540 101

退職給付引当金 101 98

役員退職慰労引当金 475 464

その他 1,675 1,292

固定負債合計 2,791 1,957

負債合計 21,433 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 12,241 12,760

自己株式 △36 △35

株主資本合計 18,609 19,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,145 490

繰延ヘッジ損益 △10 △15

為替換算調整勘定 △498 △524

評価・換算差額等合計 636 △49

少数株主持分 205 37

純資産合計 19,450 19,116

負債純資産合計 40,884 41,091
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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：百万円）

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 27,940 22,527

売上原価 23,888 18,931

売上総利益 4,051 3,595

販売費及び一般管理費 4,201 3,788

営業損失（△） △149 △193

営業外収益   

受取利息 10 9

受取配当金 56 49

負ののれん償却額 0 1

その他 145 135

営業外収益合計 212 196

営業外費用   

支払利息 67 42

持分法による投資損失 4 88

その他 88 60

営業外費用合計 160 191

経常損失（△） △98 △188

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 0 0

その他 － 18

特別利益合計 0 19

特別損失   

たな卸資産評価損 5 －

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 7 1

投資有価証券評価損 47 18

その他 － 23

特別損失合計 60 44

税金等調整前四半期純損失（△） △158 △214

法人税等 151 147

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13 △7

四半期純損失（△） △323 △354
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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損失（△） △158 △214

減価償却費 402 388

負ののれん償却額 △0 △1

持分法による投資損益（△は益） 4 88

投資事業組合運用損益（△は益） 14 32

投資有価証券評価損益（△は益） 47 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 268 △216

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △103 △83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 1

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2 85

受取利息及び受取配当金 △66 △59

支払利息 67 42

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 7 1

売上債権の増減額（△は増加） 2,108 2,239

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,811 △392

仕入債務の増減額（△は減少） △182 △1,165

転貸リースに係る売上修正に伴う増減額（△は減
少）

△205 △148

その他 1,377 906

小計 791 1,533

利息及び配当金の受取額 87 75

利息の支払額 △57 △34

法人税等の支払額 △473 △439

営業活動によるキャッシュ・フロー 348 1,134
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（単位：百万円）

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) 

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 △104 △131

定期預金の払戻による収入 117 57

有形固定資産の取得による支出 △169 △189

有形固定資産の売却による収入 5 13

無形固定資産の取得による支出 △177 △90

投資有価証券の取得による支出 △362 △11

投資有価証券の売却による収入 0 0

貸付金の回収による収入 4 4

その他 △21 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △706 △311

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） 612 △457

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0 △12

長期借入れによる収入 － 504

長期借入金の返済による支出 △47 △110

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 △1 △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 395 △94

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17 736

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 3,017 4,369
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 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）   

（単位：百万円）

  

 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）   

（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2億45百万円、営業利益は15百万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2億45百万円少なく計上されており、営業損失は15百万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 

情報システ

ム関連事業 

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 

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 
 10,442 2,988  4,157  4,152  1,489  4,657 53  27,940  －  27,940

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
7  83  40 95  1  366 157 752  (752)  －

計  10,449  3,072  4,197  4,248  1,490  5,023 210  28,693  (752)  27,940

営業利益又は営業損失

（△） 
 467  141 119 21  △66  △205 32  508  (658)  △149

  
化学品関連

事業 

情報システ

ム関連事業 

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 

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 
 8,964 2,564  2,152  4,225  527  4,039 53  22,527  －  22,527

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
10  63  68 78  －  327 204 753  (753)  －

計  8,975  2,628  2,221  4,304  527  4,366 257  23,280  (753)  22,527

営業利益又は営業損失

（△） 
 282  130 122 108  △132  △145 3  370  (564)  △193
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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）を第１四半期連結会計期間より適用し、当第２四半期連結累計期間に着手

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、情報システム関連事

業の売上高は2億16百万円、営業利益は1億15百万円それぞれ多く計上されており、空調設備工事関連事業

の売上高は4億79百万円、営業利益は71百万円それぞれ多く計上されており、また、建設資材関連事業の

売上高は23百万円多く計上されており、営業損失は1百万円少なく計上されております。 

  

  

 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）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） 

  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）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）受注および販売の状況 

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） 

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％） 

  情報システム関連事業 2,591 74.7  2,925 68.7

 空調設備工事関連事業 4,166 78.0  9,243 79.7

 建設資材関連事業 4,500 59.6  9,804 73.9

事業の種類別セグメントの名称 
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 前年同期比（％） 

 化学品関連事業 8,975 85.9

 情報システム関連事業 2,628 85.5

 燃料関連事業 2,221 52.9

 空調設備工事関連事業 4,304 101.3

 樹脂・エレクトロニクス関連事業 527 35.3

 建設資材関連事業 4,366 86.9

 その他 257 122.2

合計 23,280 81.1
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