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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 22,880 △10.9 △662 ― △538 ― △302 ―
21年3月期第2四半期 25,685 ― △1,140 ― △875 ― △1,174 ―

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 △6.74 ―
21年3月期第2四半期 △25.82 ―

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 80,248 44,114 54.4 981.46
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2四半期  43,661百万円 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
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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
22年3月期 ― 7.00
22年3月期 

（予想）
― 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 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2四半期 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2四半期  1,139,926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2四半期 44,915,725株 21年3月期第2四半期 45,498,714株

－　2　－



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産の下げ止まりや輸出の持ち直しの動きが見ら

れるなど、最悪の局面からは脱しつつあります。しかしながら、昨今の円高、株安など依然として未だ

景気の下振れ懸念が残っており、今後の動向について注意深く見ていく必要があります。 

 機械業界では、国内の上下水道分野においては今後の公共工事の先行きに不透明感が強まっておりま

す。また産業機械分野においては、一部の産業では景況感に回復が見られるものの、企業の設備投資は

未だ低調な状態が続いております。  

 このような状況の下で当社グループは、世界的に関心の高まる環境やエネルギーをキーワードに事業

活動を展開してまいりました。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設備の維持管理並びに補修工事を中心とした営業活動を展開し、

一方、国内外の民需を主要マーケットとする産業事業では、鉄鋼分野向け石炭乾燥設備や食品分野向け

の各種分離機等の営業活動を展開してまいりました。    

 その結果、当第２四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371億56百万円（前年同期比26億34百万円の減少）、売上高は228億80百万円（前年同期比28

億５百万円の減収）となりました。また、損益面につきましては、営業利益は△６億62百万円（前年同

期比４億77百万円の改善）、経常利益は△５億38百万円（前年同期比３億36百万円の改善）、四半期純

利益は△３億２百万円（前年同期比８億72百万円の改善）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２四半期連

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(注１)、DBO(注２)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、公共投資の縮小により機械設備の需要は低迷しておりますが、浄水場や下水処理場

設備の更新工事やそれら設備の維持管理及び補修工事、また設備の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燃料化システムや省エネ型の新型脱水機等、環境・エネル

ギー技術を核に浄水場や下水処理場におけるDBO事業、更新工事、補修工事および維持管理受託等の営

業活動を展開してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間における水環境事業の受注高は279億66百万円（前年同期比80

億34百万円の増加）となり、売上高は128億61百万円（前年同期比13億68百万円の増収）となりまし

た。営業利益は△１億68百万円（前年同期比10億45百万円の改善）となりました。  

  

(産業事業)  

 産業事業では、一部産業で生産水準の回復は見られるものの、企業の設備投資は未だ低調な状況が続

いております。一方、更なるCO2排出削減が求められる中、各種産業におけるCO2排出削減は喫緊の課題

として顕在化しております。  

 このような状況の下、当社グループはCO2排出削減に向けた新エネルギーと位置付けられるバイオマ

スエタノール分野での営業活動を継続し、鉄鋼分野向けには石炭乾燥用大型乾燥機等の営業活動を展開

してまいりました。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間における産業事業の受注高は91億90百万円（前年同期比106億

69百万円の減少）となり、売上高は100億18百万円（前年同期比41億73百万円の減収）となりました。

営業利益は△４億93百万円（前年同期比５億68百万円の減益）となりました。  
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当第２四半期連結会計期間末の資産合計は802億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ126億68百

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37億円、株式時価評価の影響等による

投資有価証券の増加28億14百万円はあったものの、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が238億

92百万円減少したことによるものです。  

 負債合計は361億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ130億17百万円減少しました。これは主

に、支払手形及び買掛金が105億23百万円減少したことによるものです。  

 純資産合計は441億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億48百万円増加しました。これは主

に、配当金の支払および四半期純損失による利益剰余金の減少６億66百万円、自己株式の取得による減

少５億13百万円はあったものの、株式時価評価によりその他有価証券評価差額金が15億17百万円増加し

たことによるものです。  

  

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、前連結会計年度末に比べ90億41

百万円増加し、178億23百万円となりました。当第２四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、106億77百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少額105

億23百万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238億92百万円等の

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、３億95百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得に

よる支出２億54百万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、12億40百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済３億

49百万円、自己株式の取得による支出５億13百万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。 

 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。 

  

（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、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、当第２四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、当第２四半期連結累計期間の売上高は818百万円増加し、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117百万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 13,173 7,832

受取手形及び売掛金 19,782 43,675

有価証券 4,700 1,000

仕掛品 6,359 4,641

原材料及び貯蔵品 184 148

その他 4,067 4,742

貸倒引当金 △83 △145

流動資産合計 48,183 61,894

固定資産   

有形固定資産 13,565 13,930

無形固定資産 1,593 1,905

投資その他の資産   

投資有価証券 13,885 11,071

その他 3,236 4,370

貸倒引当金 △216 △255

投資その他の資産合計 16,905 15,185

固定資産合計 32,064 31,021

資産合計 80,248 92,916

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,605 22,129

短期借入金 200 200

1年内返済予定の長期借入金 652 663

未払法人税等 118 696

前受金 5,218 4,085

賞与引当金 1,377 1,509

完成工事補償引当金 1,084 1,952

工事損失引当金 104 107

その他 3,721 5,391

流動負債合計 24,082 36,735

固定負債   

長期借入金 5,303 5,640

退職給付引当金 6,321 6,349

役員退職慰労引当金 107 334

その他 318 91

固定負債合計 12,051 12,415

負債合計 36,133 49,151

月島機械㈱(6332)　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－　7　－



（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) 

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 31,788 32,454

自己株式 △631 △118

株主資本合計 43,289 44,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 474 △1,042

繰延ヘッジ損益 △102 △108

評価・換算差額等合計 372 △1,151

少数株主持分 453 447

純資産合計 44,114 43,765

負債純資産合計 80,248 92,916
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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 25,685 22,880

売上原価 21,939 19,073

売上総利益 3,746 3,806

販売費及び一般管理費   

見積設計費 439 467

役員報酬及び従業員給与・諸手当・賞与・福利費 1,518 1,469

賞与引当金繰入額 345 328

退職給付引当金繰入額 151 120

役員退職慰労引当金繰入額 42 34

その他 2,390 2,050

販売費及び一般管理費合計 4,886 4,469

営業損失（△） △1,140 △662

営業外収益   

受取利息 60 12

受取配当金 267 181

持分法による投資利益 7 4

その他 63 80

営業外収益合計 398 279

営業外費用   

支払利息 99 89

その他 34 65

営業外費用合計 133 155

経常損失（△） △875 △538

特別利益   

固定資産売却益 0 0

ゴルフ会員権売却益 3 －

貸倒引当金戻入額 12 82

特別利益合計 16 83

特別損失   

固定資産除売却損 7 0

有価証券評価損 301 －

投資有価証券評価損 700 0

その他 136 －

特別損失合計 1,145 1

税金等調整前四半期純損失（△） △2,004 △456

法人税等 △826 △167

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 13

四半期純損失（△） △1,174 △302
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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（△） △2,004 △456

減価償却費 818 775

退職給付引当金の増減額（△は減少） 89 △27

賞与引当金の増減額（△は減少） △102 △132

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44 △227

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △101

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,151 △867

工事損失引当金の増減額（△は減少） 107 △3

受取利息及び受取配当金 △327 △193

支払利息 99 89

持分法による投資損益（△は益） △7 △4

有形固定資産除売却損益（△は益） 7 △0

有価証券評価損益（△は益） 301 －

投資有価証券評価損益（△は益） 700 0

売上債権の増減額（△は増加） 14,551 23,892

前受金の増減額（△は減少） 1,729 1,133

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,221 △1,754

仕入債務の増減額（△は減少） △8,936 △10,523

その他 △1,772 △544

小計 822 11,054

利息及び配当金の受取額 312 192

利息の支払額 △103 △93

法人税等の支払額 △2,014 △476

営業活動によるキャッシュ・フロー △983 10,677

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 △2,298 －

有価証券の売却及び償還による収入 300 －

有形固定資産の取得による支出 △222 △75

有形固定資産の売却による収入 0 3

無形固定資産の取得による支出 △90 △68

投資有価証券の取得による支出 － △254

貸付けによる支出 △4 △5

貸付金の回収による収入 2 3

その他の支出 △60 △14

その他の収入 96 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,277 △395

月島機械㈱(6332)　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－　10　－



（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) 

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 350 350

短期借入金の返済による支出 △350 △350

長期借入金の返済による支出 △345 △349

リース債務の返済による支出 － △3

自己株式の取得による支出 △9 △513

配当金の支払額 △363 △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 △729 △1,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,989 9,041

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 11,737 17,823
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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) 

  

 
(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) 

  

 
(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 会計処理の変更 

   「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、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、当第２四半期連結累計期間の水環境事業の売上高は538百万円増加

し、営業損失は87百万円減少しており、産業事業の売上高は279百万円増加し、営業損失は30百万円減少し

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 11,493 14,192 25,685 ― 25,685

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 11,493 14,192 25,685 (―) 25,685

 営業利益又は営業損失（△） △ 1,214 74 △ 1,140 (―) △ 1,140

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 12,861 10,018 22,880 ― 22,880

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 12,861 10,018 22,880 (―) 22,880

  営業損失（△） △ 168 △ 493 △ 662 (―) △ 662
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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) 

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) 

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) 

  

 
(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) 

  

 
(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、サウジアラビア、中国 

(2) その他の地域……ブラジル、ハンガリー、カナダ 

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。 

４ 会計処理の変更  

 「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、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、当第２四半期連結累計期間の海外売上高はアジアにおいて69百万円

増加しております。  

  

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。これ
に単元未満株式の買取請求への対応分を含め、当第２四半期連結累計期間における自己株式は513百万
円増加し、当第２四半期連結会計期間末の自己株式は631百万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) 4,263 1,230 5,494

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 25,685

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

16.6 4.8 21.4

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,924 417 3,342

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 22,880

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

12.8 1.8 14.6

(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 

  
 

  

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)

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 19,931 27,966 8,034 40.3

産業事業 19,859 9,190 △ 10,669 △ 53.7

合  計 39,791 37,156 △ 2,634 △ 6.6 

事業の種類別 
セグメント名称

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)

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 11,493 12,861 1,368 11.9

産業事業 14,192 10,018 △ 4,173 △ 29.4

合  計 25,685 22,880 △ 2,805 △ 10.9

事業の種類別 
セグメント名称

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)

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 53,627 58,830 5,203 9.7

産業事業 37,816 21,521 △ 16,295 △ 43.1

合  計 91,443 80,351 △ 11,091 △ 12.1
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