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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 4,469 0.5 70 45.0 112 36.2 115 294.9
21年3月期第2四半期 4,446 ― 48 ― 82 ― 29 ―

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 33.13 ―

21年3月期第2四半期 8.38 ―

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 9,449 7,507 79.0 2,133.58
21年3月期 9,410 7,438 78.4 2,108.95

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,465百万円 21年3月期  7,379百万円

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 ― 12.00 12.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 12.00 12.00

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 9,500 0.7 116 △33.3 192 △25.9 170 41.7 48.58
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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 

・本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な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、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用にあたっ
ての注意事項等については、6ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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 3,510,000株 21年3月期  3,510,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  10,960株 21年3月期  10,960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 3,499,040株 21年3月期第2四半期 3,500,727株
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 平成22年３月期の個別業績予想（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）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

（参考）

  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  9,000  0.3 100 △36.7 177 △28.0 162  52.8  46 30
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(1) 当第２四半期連結累計期間の概況 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前年度から続く経済活動の低下、雇用調整が長期化してい

る中、製造業で在庫調整が進み生産活動が持ち直したこと、公共投資の増加などで一部には下げ止まりとの観測

もありますが、依然厳しい状況が続いております。情報サービス産業界におきましても、設備投資・システム開

発予算は前年度に比べ大幅に縮小され非常に厳しい経営環境となっております。 

 このような状況下、当社におきましても製造業をはじめとする民間企業への販売が減少しましたが、自治体、

ガス事業者への堅調な販売により、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,469百万円となり、前年同期

の売上高4,446百万円に比べ増加（前年同期比＋23百万円）となりました。 

 また、材料仕入れ及び外注費用の削減と人件費の抑制を図ってまいりました結果、当第２四半期連結累計期間

における営業利益は70百万円（前年同期比＋21百万円）となり、営業外損益は前年同期とほぼ同額であったた

め、当第２四半期連結累計期間における経常利益は112百万円（前年同期比＋29百万円）となりました。特別損

益は、管理職の人事制度改定に伴う賞与支給月変更により前連結会計年度に計上した賞与引当金等の一部98百万

円を賞与引当金戻入額として特別利益に計上したことにより92百万円（前年同期比＋115百万円）となり、当第

２四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益が204百万円（前年同期比＋145百万円）となった結

果、四半期純利益は115百万円（前年同期比＋86百万円）となりました。 

  

(2) 事業部別の状況 

 当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメントに代え事業部別の状況

を記載いたします。 

（公共事業部） 

 公共事業部は地方自治体向けに住民情報、内部情報、戸籍情報等のパッケージシステムの開発・販売、自治

体業務の受託処理サービスの提供、サーバー、パソコン、ネットワーク機器等の販売及び運用支援サービスの

提供を主体とした事業を展開しております。当第２四半期連結累計期間におきましては、内部情報システムの

リプレース商談、受託処理サービス及び運用支援サービスが堅調に推移しました。その結果、売上高は1,701

百万円（前年同期比＋278百万円、＋19.6％）となりました。 

（水道事業部） 

 水道事業部は水道事業者向けに料金計算、財務会計、工事等のパッケージシステムの開発・販売、サーバ

ー、パソコン、ネットワーク機器等の販売、運用支援サービスの提供及び検針・集金業務請負（アウトソーシ

ング）を主体とした事業を展開しております。当第２四半期連結累計期間におきましては、運用支援サービ

ス、業務請負が堅調に推移いたしましたが、パッケージシステム販売が減少しました。その結果、売上高は

539百万円（前年同期比△38百万円、△6.7％）となりました。 

（文教事業部） 

 文教事業部は学校・図書館向けにサーバー、パソコン、ネットワーク機器等の販売、図書館システムや校務

システムなどのパッケージシステム販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。

当第２四半期連結累計期間におきましては、学校のリプレース商談が堅調に推移した結果、売上高は347百万

円（前年同期比＋38百万円、＋12.4％）となりました。 

（ガス事業部） 

 ガス事業部は都市ガス事業者向けに料金計算、工事積算等のパッケージシステムの開発・販売、サーバー、

パソコン、ネットワーク機器等の販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当

第２四半期連結累計期間におきましては、新規顧客の獲得、既存顧客のリプレースによりパッケージシステム

販売が堅調に推移し、運用支援サービスも堅調に推移いたしました。その結果、売上高は620百万円（前年同

期比＋55百万円、＋9.8％）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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（製造事業部） 

 製造事業部は親会社である㈱ミツバをはじめ製造業向けにソフトウェア開発、サーバー、パソコン、ネット

ワーク機器等の販売、ＣＡＤの販売・教育サービスの提供、ＥＲＰコンサルサービスの提供、印刷業向けパッ

ケージシステムの開発・販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当第２四半

期連結累計期間におきましては、親会社である㈱ミツバ向け売上が減少いたしました。その結果、売上高は

632百万円（前年同期比△293百万円、△31.7％）となりました。 

（流通事業部） 

 流通事業部はスーパー、量販店、製造卸などの流通業向けにソフトウェア開発、サーバー、パソコン、ネッ

トワーク機器等の販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当第２四半期連結

累計期間におきましては、ソフトウェア受託開発、サーバー、パソコン、ネットワーク機器等の売上が減少い

たしました。その結果、売上高は251百万円（前年同期比△24百万円、△8.8％）となりました。 

（医療事業部） 

 医療事業部は調剤薬局向けパッケージシステムの開発・販売、院内薬局向けパッケージシステムの開発・販

売、病院向けパッケージシステムの仕入販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しておりま

す。当第２四半期連結累計期間の売上高は186百万円で前年同期とほぼ同額となりました。 

（その他の事業） 

 その他、当社グループでは連結子会社にてサポートデスクサービス、業務アウトソーシングサービスを提供

しており、当第２四半期連結累計期間の売上高は190百万円で前年同期とほぼ同額となりました。 

 また、新規事業として組込み事業、金融、デジタルエンジニアリング事業の立ち上げを図ってまいりました

が、コア人材育成のための先行投資の段階のため、現状では収益貢献に至っておりません。 

  

(1) 財政状態に関する分析 

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は4,726百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,242

百万円の減少となりました。これは主に、有価証券の一部及び売掛金の回収により得た資金を無形固定資産の

開発投資に充てた事等によるものであります。 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は4,722百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,280

百万円の増加となりました。これは主に、超次世代電子行政システムへの開発投資によりソフトウエア仮勘定

が増加した事等によるものであります。 

（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ79百

万円の減少となりました。これは主に、短期借入金が減少した事等によるものであります。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は571百万円となり、前連結会計年度末に比べ48百万

円の増加となりました。これは主に、リース債務が増加した事等によるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は7,507百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万

円の増加となりました。これは主に、四半期純利益が115百万円となったことにより利益剰余金が増加した事

等によるものであります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(2) 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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ693百万円減少し1,398百万円となりました。 

 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・フローは、税金等調整前四半期純利益が204百万円となり、また、売掛債権の回

収等により642百万円（前年同期比＋478百万円）の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、超次世代電子行政システムへの開発投資による無形固定資産の増加に

より1,211百万円の支出（前年同期は1,439百万円の収入）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少等により124百万円（前年同期比△16百万円）の支

出となりました。 

  

 平成22年３月期第２四半期連結累計期間では、当初業績予想よりも利益改善となりましたが、景気回復の見通

しが立たない中、事業環境は当初予想よりも厳しいものとなっており、今後、予想どおりの通期業績を確保する

ことが困難になることも予想されます。従いまして、平成21年10月27日発表の「平成22 年３月期第２四半期累

計期間ならびに通期業績予想の修正」のとおり、平成22年３月期通期では、平成22年３月期第２四半期連結累計

期間における利益増分を上乗せできるか不透明ですので、売上高から経常利益までの予想数値は平成21年５月12

日発表の「平成21年3月期 決算短信」の予想数値から修正いたしません。当期純利益につきましては、第２四

半期連結累計期間に計上した特別利益分の増加により平成21年５月12日発表の予想数値を上回る見込みです。 

 なお、上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作

成したものであり、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。 

  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理  

（イ）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。 

（ロ）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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（イ）税金費用の計算 

   当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を採用しております。 

   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。 

  

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
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①受注制作のソフトウエアに係る収益及び原価の計上基準の変更  

 受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、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ソフトウエア開発案件から、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案件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

の他の案件については工事完成基準を適用しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。   

②重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

・無形固定資産（リース資産を除く）  

 従来、市場販売目的ソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配

分額とを比較し、いずれか大きい額を計上し、期間は３年の定額法を採用しておりましたが、今後、販売単価

の変動が予想される為、第１四半期連結会計期間より、３年間の見込販売金額に対する比率による償却額と、

残存有効期間に基づく均等配分額とのいずれか大きい額で償却する方法へと変更しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

(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

㈱両毛システムズ(9691)平成22年３月期　第２四半期決算短信

7



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 358,248 519,117

受取手形及び売掛金 1,696,199 2,190,811

有価証券 550,023 1,198,953

たな卸資産 546,811 392,448

関係会社短期貸付金 820,095 920,042

その他 755,972 748,153

貸倒引当金 △356 △281

流動資産合計 4,726,996 5,969,245

固定資産   

有形固定資産 927,531 949,274

無形固定資産   

ソフトウエア仮勘定 1,150,149 －

その他 267,844 259,230

無形固定資産合計 1,417,993 259,230

投資その他の資産   

投資有価証券 1,236,703 1,030,887

長期前払費用 957,436 1,017,871

その他 182,466 184,423

投資その他の資産合計 2,376,606 2,233,183

固定資産合計 4,722,131 3,441,689

資産合計 9,449,128 9,410,934
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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   

買掛金 541,590 471,014

短期借入金 － 76,000

未払法人税等 95,110 14,921

賞与引当金 309,435 372,292

受注損失引当金 285 849

その他 424,207 515,099

流動負債合計 1,370,630 1,450,177

固定負債   

その他 571,019 522,621

固定負債合計 571,019 522,621

負債合計 1,941,649 1,972,798

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,966,900 1,966,900

資本剰余金 2,453,650 2,453,650

利益剰余金 3,052,713 2,978,795

自己株式 △8,477 △8,477

株主資本合計 7,464,786 7,390,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 702 △11,567

評価・換算差額等合計 702 △11,567

少数株主持分 41,988 58,834

純資産合計 7,507,478 7,438,135

負債純資産合計 9,449,128 9,410,934
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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 4,446,766 4,469,963

売上原価 3,486,736 3,384,774

売上総利益 960,030 1,085,189

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 403,489 439,860

賞与引当金繰入額 94,552 62,894

その他 413,675 512,360

販売費及び一般管理費合計 911,717 1,015,115

営業利益 48,312 70,074

営業外収益   

受取利息 6,102 13,958

受取配当金 9,431 5,733

受取賃貸料 101,172 105,842

その他 15,989 14,682

営業外収益合計 132,695 140,217

営業外費用   

支払利息 199 499

有価証券売却損 133 －

賃貸収入原価 92,676 96,761

その他 5,732 982

営業外費用合計 98,743 98,243

経常利益 82,265 112,048

特別利益   

固定資産売却益 496 32

賞与引当金戻入額 － 98,074

特別利益合計 496 98,106

特別損失   

固定資産売却損 40 －

固定資産除却損 11,499 2,847

投資有価証券評価損 － 2,725

過年度損益修正損 6,989 －

その他 5,128 －

特別損失合計 23,657 5,573

税金等調整前四半期純利益 59,104 204,581

法人税等 27,488 88,349

少数株主利益 2,265 326

四半期純利益 29,349 115,905
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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 59,104 204,581

減価償却費 55,947 61,429

無形固定資産償却費 18,832 31,787

前払年金費用の増減額（△は増加） 6,687 59,932

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,211 △62,856

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,345 △564

貸倒引当金の増減額（△は減少） △427 74

受取利息及び受取配当金 △15,534 △19,692

有価証券売却損益（△は益） 133 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,128 2,725

支払利息 199 499

為替差損益（△は益） 279 156

たな卸資産廃棄損 225 －

固定資産売却損益（△は益） △456 △32

固定資産除却損 11,499 2,847

売上債権の増減額（△は増加） 689,938 589,263

たな卸資産の増減額（△は増加） △302,836 △154,363

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,792 △107,641

仕入債務の増減額（△は減少） △308,214 △54,494

未払費用の増減額（△は減少） 5,751 △7,156

その他の流動負債の増減額（△は減少） △84,826 52,179

その他の固定負債の増減額（△は減少） 28,851 40,066

その他 － 90

小計 189,047 638,833

利息及び配当金の受取額 15,284 18,288

利息の支払額 △116 △433

法人税等の支払額 △40,020 △14,489

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,194 642,199

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 △247,000 △180,000

定期預金の払戻による収入 185,000 247,000

関係会社短期貸付金の増減額(△は増加) 1,800,000 －

有価証券の取得による支出 △150,000 －

有価証券の売却による収入 － 249,680

投資有価証券の取得による支出 △96,457 △224,266

投資有価証券の売却による収入 2,438 －

関係会社株式の取得による支出 － △73,577

投資その他の資産の増減額（△は増加） 18,515 3,089

有形固定資産の取得による支出 △55,035 △42,500

無形固定資産の取得による支出 △17,495 △1,190,550

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,439,965 △1,211,126
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（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) 

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） △96,000 △76,000

自己株式の取得による支出 △794 －

配当金の支払額 △42,013 △41,988

少数株主への配当金の支払額 △2,600 △6,900

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,408 △124,888

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,462,751 △693,815

現金及び現金同等物の期首残高 951,533 2,092,183

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,414,285 1,398,368
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間における生産実績は次のとおりであります。  

 なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、前連結会計年度まで事業の種類別セグメン

トに代え商品別に記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間より事業部別の記載に変更しております。 

 このため、前年同四半期比較にあたっては、前第２四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行ってお

ります。                          

  
 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注状況は次のとおりであります。 

 なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、前連結会計年度まで事業の種類別セグメン

トに代え商品別に記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間より事業部別の記載に変更しております。 

 このため、前年同四半期比較にあたっては、前第２四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行ってお

ります。 

  
 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．生産、受注及び販売の状況

事業部   生産高（千円） 前年同四半期比（％） 

公共事業部  1,615,471  127.6

水道事業部  372,380  86.5

文教事業部  295,167  115.2

ガス事業部  505,915  110.1

製造事業部  574,329  71.0

流通事業部  223,701  92.8

医療事業部  151,558  91.5

その他の事業  175,430  107.4

計  3,913,955  103.2

事業部 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 

（％） 

公共事業部  2,475,406  160.6  1,404,406  182.6

水道事業部  530,813  82.1  112,647  47.4

文教事業部  403,959  118.5  63,974  123.8

ガス事業部  776,155  134.0  335,375  135.4

製造事業部  700,346  57.8  252,998  53.3

流通事業部  343,091  99.7  123,133  69.6

医療事業部  198,684  96.0  14,585  87.9

その他の事業  283,949  154.0  112,735  1,043.8

計  5,712,406  113.0  2,419,856  121.9
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(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績は次のとおりであります。 

 当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、前連結会計年度まで事業の種類別セグメントに代

え商品別に記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間より事業部別の記載に変更しております。 

 このため、前年同四半期比較にあたっては、前第２四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行ってお

ります。 

  
 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間の、主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の

総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

なお、当第２四半期連結累計期間は、総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先がないため、記載 

を省略しております。 

  

  

事業部 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

公共事業部  1,701,086  119.6

水道事業部  539,688  93.3

文教事業部  347,229  112.4

ガス事業部  620,802  109.8

製造事業部  632,478  68.3

流通事業部  251,433  91.2

医療事業部  186,829  95.5

その他の事業  190,414  109.7

計  4,469,963  100.5

相手先

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） 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

㈱ミツバ  583,416  13.1  －  －
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