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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 7,185 △35.0 △454 ― △419 ― △252 ―
21年3月期第2四半期 11,049 ― 194 ― 236 ― 145 ―

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 △19.78 ―
21年3月期第2四半期 11.39 ―

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 13,789 8,620 62.5 674.74
21年3月期 16,056 9,054 56.4 708.70

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,620百万円 21年3月期  9,054百万円

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 ― ― ― 18.00 18.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

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 22,200 △15.7 200 △75.7 230 △73.7 130 △77.8 10.17



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 
１．平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正しておりません。 
２．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情報に基づいてお
り、実際の業績等は今後様々な要因により大きく変わる可能性があります。 

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 12,780,000株 21年3月期  12,780,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,260株 21年3月期  3,260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 12,776,740株 21年3月期第2四半期 12,777,062株



  

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、２四半期連続のプラス成長が見込まれるものの、雇用の悪

化や輸出の低迷などから景気の停滞感は拭えず、第２四半期末には円高と株安が進行したことにより先行き景気

の「二番底」が懸念される状況となりました。 

建設業界におきましても、建設受注総額が前年同期比較でマイナスが続いており、今後、公共工事が更に縮減

する可能性があるなど厳しくなる状況が見込まれます。 

このような環境のもと、当第２四半期連結累計期間における当企業集団の売上高は 7,185百万円（前年同四半

期比 35.0％減）となりました。 

売上高の減少に伴い、営業損益は、営業損失 454百万円（前年同四半期は 営業利益 194百万円）となり、経常

損益は、経常損失 419百万円（前年同四半期は 経常利益 236百万円）となりました。 

また、四半期純損益につきましては、四半期純損失 252百万円（前年同四半期は 四半期純利益 145百万円）と

なりました。 

セグメント別の業績は以下のとおりです。 

（１）事業の種類別セグメント 

・エンジニアリング事業 

海外における非鉄金属関連の大型工事案件が減少したことなどにより、売上高は 4,732百万円（前年同四

半期比 44.3％減）、営業損益は、営業損失 186百万円（前年同四半期は 営業利益 419百万円）となりまし

た。 

・パイプ事業 

前期繰越の大型工事案件が当期に完成したことなどにより、売上高は 1,604百万円（前年同四半期

比 12.6％増）となりましたが、営業損益は 営業損失 36百万円（前年同四半期は 営業損失 22百万円）とな

りました。 

・兼業事業  

海外プラント部品輸出売上高の減少などにより、売上高は 897百万円（前年同四半期比 31.8％減）、営業

利益は 90百万円（前年同四半期比 16.8％減）となりました。 

（２）所在地別セグメント 

・日本 

エンジニアリング事業において海外の非鉄金属関連の大型工事が減少したことなどにより、売上高

は 6,112百万円（前年同四半期比 39.2％減）、営業損益は、営業損失 167百万円（前年同四半期は 営業利

益 368百万円）となりました。 

・マレーシア 

マレーシアにおける大型工事案件が完成したことなどにより、売上高は 987百万円（前年同四半期

比 68.1％増）、営業利益は 29百万円（前年同四半期比 61.2％減）となりました。 

・その他の地域  

台湾子会社において受注工事案件が減少したことなどにより、売上高は 99百万円（前年同四半期比 

85.5％減）、営業利益は 6百万円（前年同四半期比 89.6％減）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
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（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較して、受取手形・完成工事未収入金等が、

3,070百万円減少したことなどにより、2,266百万円減少の 13,789百万円となりました。 

 負債については、支払手形・工事未払金等が 1,296百万円減少したことなどにより、1,832百万円減少の 5,168百

万円となり、また、純資産は 433百万円減少の 8,620百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は 62.5％となりました。 

 なお、当第２四半期連結会計期間末において、借入金等の有利子負債はありません。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローが 1,035百万円の資金の流入となり、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・フローがそれぞれ 21百万円、238百万円の資金の流出となりました。 

これに現金及び現金同等物に係る換算差額 37百万円を加算した結果、資金は 813百万円の増加となり、当第２

四半期連結会計期間末の残高は 4,721百万円となりました。 

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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間は、売上債権の減少に伴う資金の増加 2,773百万円が主な資金増加要因となり

ました。一方では、仕入債務の減少に伴う資金の減少 1,298百万円などがあり、最終的に営業活動によるキ

ャッシュ・フローは 1,035百万円の資金の流入（前年同四半期比 10.8％収入増）となりました。 

（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流出は 21百万円（前年同四半期比 61.8％支出減）となりました。 

 この主な流出は、有形固定資産の取得による支出 25百万円であります。 

（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流出は 238百万円（前年同四半期比 0.8％支出減）となりました。 

 この主な流出は、配当金の支払 229百万円であります。  

  

  

平成21年５月14日に公表致しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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  

(イ)一般債権の貸倒見積額の算定方法 

 貸倒実績等が前連結会計年度末に算定したものと著しく変動していないと考えられるため、前連結会計

年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法

によっております。 

(ロ)固定資産の減価償却費の算定方法 

 連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により、四半期会計期間の減価償却費を計上す

る方法によっております。  

(ハ)退職給付費用の算定方法 

 四半期会計期間に計上する退職給付費用は、期首において算定した退職給付債務に係る当連結会計年度

の退職給付費用を期間按分する方法によっております。 

(ニ)繰延税金資産の回収可能性の判断 

 経営環境に著しい変化がない場合及び一時差異の発生状況について前連結会計年度末から著しい変化が 

ない場合は、前連結会計年度の将来の予測、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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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。 

  

  

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、請負金額20億円以上かつ工期１年超の工事につい

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）を適用

し、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。 

 この結果、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上高は、395,036千円増加し、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 26,506千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：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   

現金預金 1,433,375 1,231,198

受取手形・完成工事未収入金等 3,012,320 6,082,789

未成工事支出金 2,542,431 2,694,509

商品及び製品 96,671 99,789

材料貯蔵品 254,293 244,318

預け金 3,597,042 2,968,294

繰延税金資産 468,901 279,260

その他 104,903 93,677

貸倒引当金 △1,021 △1,888

流動資産合計 11,508,919 13,691,950

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 420,909 418,834

機械・運搬具 1,995,545 1,984,776

工具器具・備品 906,846 914,993

土地 1,099,000 1,099,000

リース資産 37,049 46,878

減価償却累計額 △2,932,001 △2,882,894

有形固定資産計 1,527,348 1,581,587

無形固定資産   

のれん 44,765 57,555

ソフトウエア 67,435 77,021

その他 8,408 8,445

無形固定資産計 120,608 143,022

投資その他の資産   

投資有価証券 66,018 59,061

繰延税金資産 354,239 362,062

その他 220,331 227,312

貸倒引当金 △7,825 △8,925

投資その他の資産計 632,764 639,510

固定資産合計 2,280,722 2,364,120

資産合計 13,789,641 16,056,071
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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・工事未払金等 2,241,725 3,537,795

未払法人税等 12,729 264,784

未成工事受入金 1,082,892 1,272,968

賞与引当金 362,000 379,000

役員賞与引当金 － 18,000

完成工事補償引当金 163,900 176,000

工事損失引当金 2,400 6,700

その他 213,829 321,223

流動負債合計 4,079,475 5,976,472

固定負債   

退職給付引当金 1,000,331 929,682

役員退職慰労引当金 55,612 62,175

繰延税金負債 435 416

その他 32,837 32,468

固定負債合計 1,089,216 1,024,742

負債合計 5,168,692 7,001,214

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,085,350 1,085,350

資本剰余金 684,400 684,400

利益剰余金 7,143,423 7,626,187

自己株式 △2,083 △2,083

株主資本合計 8,911,090 9,393,853

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △3,905 3,408

為替換算調整勘定 △286,235 △342,405

評価・換算差額等合計 △290,141 △338,996

純資産合計 8,620,949 9,054,857

負債純資産合計 13,789,641 16,056,071
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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   

完成工事高 9,859,029 6,302,494

兼業事業売上高 1,190,088 883,161

売上高合計 11,049,117 7,185,655

売上原価   

完成工事原価 8,542,446 5,642,168

兼業事業売上原価 1,013,597 722,370

売上原価合計 9,556,043 6,364,538

売上総利益   

完成工事総利益 1,316,583 660,325

兼業事業総利益 176,490 160,790

売上総利益合計 1,493,074 821,116

販売費及び一般管理費 1,298,984 1,275,233

営業利益又は営業損失（△） 194,090 △454,117

営業外収益   

受取利息 32,791 26,890

持分法による投資利益 3,674 2,431

為替差益 4,888 6,746

雑収入 6,790 4,318

営業外収益合計 48,145 40,386

営業外費用   

支払利息 81 108

手形売却損 3,980 4,058

雑支出 1,709 1,391

営業外費用合計 5,771 5,558

経常利益又は経常損失（△） 236,464 △419,288

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,365 904

特別利益合計 9,365 904

特別損失   

固定資産除却損 17 624

貸倒引当金繰入額 750 －

会員権評価損 8,139 －

特別損失合計 8,906 624

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（△）

236,922 △419,008

法人税等 91,394 △166,226

四半期純利益又は四半期純損失（△） 145,528 △252,782
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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（△）

236,922 △419,008

減価償却費 86,030 79,183

のれん償却額 12,790 12,790

固定資産除却損 17 624

保険返戻金 △225 △20

会員権評価損 8,139 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,615 △904

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 △17,000

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △9,000 △12,100

工事損失引当金の増減額（△は減少） 4,900 △4,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,345 70,649

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,317 △6,562

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,000 △18,000

受取利息及び受取配当金 △32,791 △26,890

支払利息 81 108

為替差損益（△は益） 188 △165

持分法による投資損益（△は益） △3,674 △2,431

売上債権の増減額（△は増加） 3,966,452 2,773,788

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,150,646 152,302

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 39,043 △6,856

仕入債務の増減額（△は減少） △2,580,668 △1,298,648

未成工事受入金の増減額（△は減少） 986,382 106,418

前渡金の増減額（△は増加） △27,712 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △122,837 △15,484

その他の流動負債の増減額（△は減少） △31,886 △95,334

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,000 5,000

小計 1,325,918 1,277,156

利息及び配当金の受取額 32,560 26,947

利息の支払額 △81 △108

法人税等の支払額 △423,259 △268,240

営業活動によるキャッシュ・フロー 935,138 1,035,755

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △56,090 △25,066

無形固定資産の取得による支出 △8,893 △1,485

会員権の売却による収入 － 27

定期預金の預入による支出 △4,529 △1,275

投資その他の資産の増減額（△は増加） 13,712 6,489

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,801 △21,309

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △313 －

配当金の支払額 △229,548 △229,477

リース債務の返済による支出 △10,830 △9,212

財務活動によるキャッシュ・フロー △240,692 △238,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,639 37,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 616,005 813,598

現金及び現金同等物の期首残高 3,080,948 3,908,200

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,696,953 4,721,798
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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） 

  

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．事業区分の方法 

事業は、事業種類の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

３．会計処理の方法の変更 

 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 会計処理基準に関する事項の

変更に記載のとおり、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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて当第２四半期連結累計期間のエンジニアリング事業の

売上高は、169,543千円増加し、営業損失は、6,539千円減少しております。 

 また、パイプ事業の売上高は、225,492千円増加し、営業損失は、19,966千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〕

  
エンジニア
リング事業 
（千円） 

パイプ事業 
（千円） 

兼業事業 
（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  8,491,930  1,367,099  1,190,088  11,049,117  －  11,049,117

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,472  58,365  124,819  186,657 (186,657)  －

計  8,495,403  1,425,464  1,314,907  11,235,774 (186,657)  11,049,117

営業利益又は営業損失（△）  419,846  △22,193  109,120  506,772 (312,682)  194,090

  
エンジニア
リング事業 
（千円） 

パイプ事業 
（千円） 

兼業事業 
（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  4,702,276  1,600,217  883,161  7,185,655  －  7,185,655

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 29,950  4,373  14,061  48,384 (48,384)  －

計  4,732,226  1,604,590  897,222  7,234,039 (48,384)  7,185,655

営業利益又は営業損失（△）  △186,537  △36,187  90,839  △131,885 (322,231)  △454,117

事業区分 事業内容 

エンジニアリング事業 
各種産業設備、施設の総合的計画・設計・建設・運転・保守管理及びコンサルティン

グ等を行うエンジニアリング業 

パイプ事業 
パイプ（複合ポリエチレン管）及び付属品の設計・製造・販売並びに同パイプを使用

した工事に関する設計・管理・施工及び技術指導を行うパイプ事業 

兼業事業 各種産業プラントの部品、鉛遮音・遮蔽材の販売 
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前当第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） 

  

  （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

前第２四半期連結累計期間  

 その他の地域  米国、マレーシア、台湾 

当第２四半期連結累計期間  

 その他の地域  米国、台湾 

３．会計処理の方法の変更 

   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 会計処理基準に関する事項の

変更に記載のとおり、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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて当第２四半期連結累計期間の日本の売上高は、

393,816千円増加し、営業損失は、26,309千円減少しております。 

 また、その他の地域の売上高は、1,219千円増加し、営業利益は、197千円増加しております。 

４．表示方法の変更  

 当第２四半期連結累計期間において、連結売上高に対するマレーシアの売上高の割合が、10％以上となっ

たため、区分掲記することとしました。 

 なお、前第２四半期連結累計期間におけるマレーシアの売上高は 587,518千円、営業利益は 74,867千円

であります。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

  日本（千円） 
その他の地域 
（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  9,971,039  1,078,078  11,049,117  －  11,049,117

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 88,604  199,989  288,594 (288,594)  －

計  10,059,643  1,278,067  11,337,711 (288,594)  11,049,117

営業利益又は営業損失（△）  368,497  138,275  506,772 (312,682)  194,090

  日本（千円）
マレーシア 
（千円） 

その他の地域
（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  6,098,303  987,754  99,597  7,185,655  －  7,185,655

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 14,668  94  278  15,041 (15,041)  －

計  6,112,972  987,848  99,875  7,200,696 (15,041)  7,185,655

営業利益又は営業損失（△）  △167,552  29,071  6,595  △131,885 (322,231)  △454,117
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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） 

  

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．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア……マレーシア、台湾、フィリピン、タイ、インドネシア、中国、韓国、インド、シンガポール、

カザフスタン 

(2) その他の地域……オーストラリア、米国、チリ、メキシコ、コンゴ、ザンビア、ペルー、アルメニア、そ

の他 

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．会計処理の方法の変更  

 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 会計処理基準に関する事項の

変更に記載のとおり、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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて当第２四半期連結累計期間のアジアの売上高は、

1,219千円増加しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,955,583  508,706  4,464,290

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  11,049,117

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 35.8  4.6  40.4

  アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,041,195  568,434  2,609,629

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  7,185,655

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 28.4  7.9  36.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

- 3 -



  

(1)受注実績 

 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） 上記の金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

(2)売上実績 

 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） 上記の金額には消費税及び地方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 受注高（千円） 
前年同四半期比

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比
（％） 

エンジニアリング事業  2,934,682  27.5  9,327,432  66.3 

パイプ事業  1,858,484  68.9  1,637,742  53.1 

兼業事業  947,280  81.9  253,148  208.1 

消去又は全社  △84,225 －  △42,647 － 

合計  5,656,222  39.2  11,175,676  64.8 

事業の種類別セグメントの名称 売上高（千円） 前年同四半期比（％） 

エンジニアリング事業  4,732,226  55.7 

パイプ事業  1,604,590  112.6 

兼業事業  897,222  68.2 

消去又は全社  △48,384 － 

合計  7,185,655  65.0 
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