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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 41,867 △4.3 △481 ― △227 ― △829 ―
21年3月期第2四半期 43,733 ― △1,654 ― △1,126 ― △9,658 ―

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 △10.05 ―
21年3月期第2四半期 △116.00 ―

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 94,279 23,996 23.7 270.27
21年3月期 99,141 25,546 23.1 277.10

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  22,310百万円 21年3月期  22,885百万円

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 95,500 △9.0 1,100 54.4 2,000 19.9 900 ― 10.90
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（２）をご覧下さい。 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）をご覧下さい。 

(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 
本資料に掲載されている連結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に基づき作成したものでありま
す。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結果となる可能性があります。 
上記予想に関する事項につきましては、４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 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 87,799,248株 21年3月期  87,799,248株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  5,252,446株 21年3月期  5,211,389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 82,547,343株 21年3月期第2四半期 83,265,250株
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 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、企業の設備投資や個人消費が低迷しており、雇用環境も依然深刻な状

況が続いているなど、不安定な状況が続いております。 

  このような経済情勢の下で、公共投資の削減による価格競争の激化および民間需要の低迷により、当社グループを

取り巻く事業環境も極めて厳しい状況にある中、当社グループは積極的に営業活動を展開してまいりましたが、当第

２四半期連結累計期間の受注高は43,177百万円と前年同期に比し3,450百万円（△7.4％）の減少となりました。売上

高については 百万円と前年同期に比し1,866百万円（△4.3％）の減少となりました。また、受注残高について

は128,121百万円となりました。 

 損益面においては、当第２四半期連結累計期間の営業損失は 百万円、経常損失は 百万円、四半期純損失は

百万円となりました。   

 なお、当社グループの売上高は、通常の事業形態として、上半期に比較して下半期が多くなる傾向にあります。 

 ちなみに、前第２四半期連結累計期間の売上高は43,733百万円、前連結会計年度の売上高は104,930百万円であり

ます。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  

［環境・エネルギー（国内）事業］ 

ごみ焼却処理施設の大型改修工事を受注したこと等により、受注高は30,982百万円と前年同期に比べ3,193百万円

（+11.5％）の増加となりました。またごみ焼却施設建設工事が大きく進ちょくしたこと等により、売上高につきま

しても27,962百万円と前年同期に比べ9,404百万円（+50.7％）と大きく増加しました。損益面では、営業利益は

2,984百万円と前年同期に比べ2,714百万円（+1008.2％）の大幅な増加となりました。 

  

［環境・エネルギー（海外）事業］ 

受注高は2,086百万円と前年同期に比べ1,757百万円（+534.1％）の増加となりました。なお、為替相場変動の影響額

を除いた受注高は592百万円となります。また欧州における廃棄物発電プラント工事が進ちょくしたものの、売上高

につきましては4,517百万円と前年同期に比べ5,518百万円（△55.0％）の減少となりました。損益面では、工事追加

費用の発生などにより、営業損失2,148百万円となりました。 

  

［民生熱エネルギー事業］ 

主力製品の貫流ボイラ・温水ヒーター等における、単品販売から周辺システム、周辺機器を含めた包括的な営業展開

による市場占有率の向上、メンテナンス事業における保守契約等の更新需要の確保に努めておりますが、民間需要の

低迷の影響を受け、受注高は8,292百万円と前年同期に比べ2,481百万円（△23.0％）の減少、また売上高は7,256百

万円と前年同期に比べ1,792百万円（△19.8％）の減少となりました。損益面におきましても、営業損失322百万円と

なりました。 

  

［その他事業］ 

受注高は1,942百万円と前年同期に比べ5,876百万円（△75.2％）、売上高は2,179百万円と前年同期に比べ3,984百万

円（△64.6％）の減少となりました。また、損益面では売上高の減少が影響したこともあり、営業損失248百万円と

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

41,867

481 227

829

事業の種類別セグメントの名称  受注高（百万円）  売上高（百万円） 営業利益（百万円） 

環境・エネルギー（国内）事業  30,982  27,962 2,984 

環境・エネルギー（海外）事業  2,086  4,517  △2,148 

民生熱エネルギー事業  8,292  7,256  △322 

その他事業  1,942  2,179  △248 

 消去又は全社  △126  △47   △746 

合計 43,177   41,867 △481
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  当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,862百万円（△4.9％）の

減少となりました。主な要因は、連結範囲の変更等によって有形固定資産が2,756百万円の増加となった一方で、受

取手形及び売掛金が順調な回収により7,436百万円の減少となったこと等によるものであります。 

  負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,311百万円（△4.5％）の減少となりました。主な要因は、

長期借入金が連結範囲の変更等によって3,372百万円の増加となった一方で、支払手形及び買掛金が5,480百万円、短

期借入金が2,513百万円の減少となったこと等によるものであります。 

  純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,550百万円（△6.1％）の減少となりました。 

 自己資本比率は前連結会計年度末の23.1％から23.7％となり、１株当たり純資産は前連結会計年度末の277.10円か

ら270.27円となりました。 

   

  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 百万円と前連結会計年度末に比べ504百

万円減少しました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動による資金の増加は 百万円（前年同期比+4,694百万円）となりました。 

  これは主に、仕入債務の支払によって7,993百万円、たな卸資産の増加によって2,666百万円減少しましたが、売上

債権の回収によって11,195百万円増加したこと等によるものであります。  

  

（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増加は 百万円（前年同期比+502百万円）となりました。 

  これは主に、投資有価証券の売却によって1,169百万円増加したこと等によるものであります。 

  

（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減少は 百万円（前年同期比△3,513百万円）となりました。 

  これは主に、長期借入れによって1,156百万円増加しましたが、短期借入金の返済により3,073百万円減少したこと

等によるものであります。 

  

  通期の連結業績につきましては、平成21年５月15日の平成21年３月期決算短信において公表いたしました予想数値

から、売上高を7,000百万円減少の95,500百万円に修正しております。これは、民間需要の低迷などに伴う売上高の

減少を見込んでいるものであります。営業利益、経常利益および当期純利益につきましては、固定経費の削減やコス

ト管理強化等による一層の原価低減の効果が現れつつあることから、当初の予想数値を確保できるものと判断してお

り、変更しておりません。 

 なお、当業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

    

２．連結財政状態に関する定性的情報

94,279

70,283

23,996

15,749

407

1,182

2,346

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 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当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棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関して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

の切下げを行う方法によっております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングに当該著しい変化の影響を加味したもの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 

①原価差異の繰延処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当該

原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

②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。 

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、主として工期が１年を超えかつ10億円以上の請負工事につい

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」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準適用指針第18号）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ちょく部

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（工事の進ちょく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、売上高は669百万円増加し、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96百

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。 

  

  

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 16,550 16,924

受取手形及び売掛金 28,541 35,978

有価証券 33 32

商品及び製品 719 1,002

仕掛品 6,703 3,595

原材料及び貯蔵品 1,617 1,788

その他 3,744 5,097

貸倒引当金 △38 △35

流動資産合計 57,870 64,383

固定資産   

有形固定資産 15,592 12,836

無形固定資産   

のれん 3,026 3,314

その他 424 464

無形固定資産合計 3,451 3,778

投資その他の資産   

投資有価証券 13,523 13,924

その他 4,489 4,852

貸倒引当金 △655 △644

投資その他の資産合計 17,357 18,132

固定資産合計 36,400 34,747

繰延資産 8 10

資産合計 94,279 99,141
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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 21,987 27,467

短期借入金 10,801 13,315

未払法人税等 523 509

賞与引当金 1,583 1,497

製品保証等引当金 191 397

受注工事損失引当金 871 1,643

訴訟損失引当金 11,757 11,757

その他 7,427 6,433

流動負債合計 55,145 63,022

固定負債   

長期借入金 5,292 1,920

退職給付引当金 5,443 5,382

役員退職給与引当金 286 277

負ののれん 2,454 1,733

その他 1,660 1,256

固定負債合計 15,138 10,571

負債合計 70,283 73,594

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,367 13,367

資本剰余金 3,925 12,407

利益剰余金 6,783 △375

自己株式 △3,707 △3,675

株主資本合計 20,369 21,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,296 1,484

繰延ヘッジ損益 △1 1

為替換算調整勘定 △354 △323

評価・換算差額等合計 1,940 1,161

少数株主持分 1,686 2,661

純資産合計 23,996 25,546

負債純資産合計 94,279 99,141
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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 43,733 41,867

売上原価 36,812 34,356

売上総利益 6,920 7,511

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 7 29

給料及び手当 2,706 2,716

賞与引当金繰入額 694 644

退職給付引当金繰入額 159 184

役員退職給与引当金繰入額 45 42

その他 4,963 4,375

販売費及び一般管理費合計 8,575 7,993

営業損失（△） △1,654 △481

営業外収益   

受取利息 148 48

受取配当金 289 148

負ののれん償却額 49 288

持分法による投資利益 － 79

為替差益 180 －

その他 120 139

営業外収益合計 788 704

営業外費用   

支払利息 72 147

持分法による投資損失 102 －

為替差損 － 254

その他 86 49

営業外費用合計 260 451

経常損失（△） △1,126 △227

特別利益   

固定資産売却益 0 0

補助金収入 － 501

投資有価証券売却益 11 129

貸倒引当金戻入額 41 12

その他 － 117

特別利益合計 54 760

特別損失   

固定資産処分損 7 9

固定資産圧縮損 － 501

訴訟損失引当金繰入額 4,702 －

損害賠償金 3,429 －

その他 192 445

特別損失合計 8,331 956

税金等調整前四半期純損失（△） △9,403 △423

法人税等 359 455

少数株主損失（△） △104 △49

四半期純損失（△） △9,658 △829
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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（△） △9,403 △423

減価償却費 444 561

のれん償却額 172 291

負ののれん償却額 － △288

投資有価証券売却損益（△は益） △11 △129

投資有価証券評価損益（△は益） 101 36

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産処分損益（△は益） 7 9

固定資産圧縮損 － 501

補助金収入 － △501

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63 14

賞与引当金の増減額（△は減少） △9 85

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △2,594 △814

退職負債の増減額（△は減少） 39 △7

受取利息及び受取配当金 △438 △196

支払利息 72 147

持分法による投資損益（△は益） 102 △79

訴訟損失引当金繰入額 4,702 －

損害賠償金 3,429 －

売上債権の増減額（△は増加） 10,213 11,195

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,564 △2,666

未収消費税等の増減額（△は増加） 47 454

その他の流動資産の増減額（△は増加） △401 651

仕入債務の増減額（△は減少） △5,744 △7,993

未払消費税等の増減額（△は減少） △239 45

その他の流動負債の増減額（△は減少） △909 △130

その他 △131 △557

小計 △3,180 207

利息及び配当金の受取額 571 413

利息の支払額 △80 △139

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △496 △74

損害賠償金の支払額 △1,100 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,287 407
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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   

定期預金の増減額（△は増加） 637 △139

有形固定資産の取得による支出 △57 △190

有形固定資産の売却による収入 0 1

補助金の受取額 － 501

無形固定資産の取得による支出 △125 △32

投資有価証券の取得による支出 △25 △4

投資有価証券の売却による収入 1,024 1,169

貸付けによる支出 △1,444 △397

貸付金の回収による収入 361 210

その他の投資の増加による支出 △39 △51

その他の投資の減少による収入 357 115

その他 △7 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 680 1,182

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） 1,450 △3,073

長期借入れによる収入 － 1,156

長期借入金の返済による支出 △44 △409

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 －

配当金の支払額 △206 －

少数株主への配当金の支払額 △30 △6

その他 △0 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,167 △2,346

現金及び現金同等物に係る換算差額 47 111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,392 △645

現金及び現金同等物の期首残高 23,937 16,254

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 140

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,545 15,749
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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、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 

環境・エネルギー（国内）・・・・一般廃棄物処理プラント・産業廃棄物処理プラント・資源回収プラン

ト・下水処理プラント・汚泥焼却プラント・バイオマス発電プラン

ト・ガスタービンコージェネレーションシステム 

環境・エネルギー（海外）・・・・廃棄物発電プラント・バイオマス発電プラント 

民生熱エネルギー・・・・・・・・小型貫流ボイラ・真空式給湯暖房温水機 

その他 ・・・・・・・・・・・・含浸装置・コンベヤー・空調設備・半導体産業用設備 

③ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月

５日 企業会計基準第９号）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、

「環境・エネルギー（国内）事業」で営業利益が４百万円減少し、「民生熱エネルギー事業」で60百万円、

「その他事業」で13百万円それぞれ営業損失が増加しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

  （単位 百万円）

  
環境・ 

エネルギー
（国内） 

環境・ 
エネルギー
（海外） 

民生熱 
エネルギー

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 
 18,542  10,004  9,028  6,158  43,733  －  43,733

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 15  30  21  5  72 (72)  －

計  18,557  10,035  9,049  6,164  43,806 (72)  43,733

営業利益 

（又は営業損失△） 
 269  △1,008  △129  △110  △978 (675)  △1,654

株式会社タクマ（6013）平成22年3月期 第2四半期決算短信

－ 11 －



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、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 

環境・エネルギー（国内）・・・・一般廃棄物処理プラント・産業廃棄物処理プラント・資源回収プラン

ト・下水処理プラント・汚泥焼却プラント・バイオマス発電プラン

ト・ガスタービンコージェネレーションシステム 

環境・エネルギー（海外）・・・・廃棄物発電プラント・バイオマス発電プラント 

民生熱エネルギー・・・・・・・・小型貫流ボイラ・真空式給湯暖房温水機 

その他 ・・・・・・・・・・・・空調設備・半導体産業用設備 

③ 会計処理の方法の変更 

  （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 「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」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」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計

基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企

業会計基準適用指針第18号）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、

「環境・エネルギー（国内）事業」で売上高が644百万円、営業利益が94百万円それぞれ増加し、「民生熱

エネルギー事業」で売上高が9百万円増加しております。また、「その他事業」で売上高が15百万円増加

し、営業損失が1百万円減少しております。 

  

  （単位 百万円）

  
環境・ 

エネルギー
（国内） 

環境・ 
エネルギー
（海外） 

民生熱 
エネルギー

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 
 27,955  4,516  7,217  2,178  41,867  －  41,867

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 6  1  39  0  47 (47)  －

計  27,962  4,517  7,256  2,179  41,914 (47)  41,867

営業利益 

（又は営業損失△） 
 2,984  △2,148  △322  △248  265 (746)  △481
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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） 

（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 

アジア・・・・タイ・台湾 

欧州・・・・・ドイツ・デンマーク 

③ 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月

５日 企業会計基準第９号）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、

「日本」で79百万円営業利益が減少しております。 

  

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 

アジア・・・・タイ・台湾 

欧州・・・・・ドイツ・デンマーク 

③ 会計処理の方法の変更 

  （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 「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」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」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計

基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企

業会計基準適用指針第18号）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、

「日本」で売上高が669百万円、営業利益が96百万円それぞれ増加しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  （単位 百万円）

  日本 アジア 欧州 計 消去又は全社 連結 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上

高 
 38,058  258  5,417  43,733  －  43,733

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 29  128  235  394 (394)  －

計  38,088  386  5,653  44,128 (394)  43,733

営業利益 

（又は営業損失△） 
 196  29  △1,054  △828 (826)  △1,654

  （単位 百万円）

  日本 アジア 欧州 計 消去又は全社 連結 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上

高 
 38,955  188  2,723  41,867 －  41,867

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 15  13  79  107 (107)  －

計  38,971  201  2,802  41,975 (107)  41,867

営業利益 

（又は営業損失△） 
 1,426 64  △1,057  433 (915)  △481
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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） 

 （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 

アジア・・・・中国・台湾・タイ 

欧州・・・・・英国・ドイツ・デンマーク 

その他・・・・米国・スーダン 

③ 海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国、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 

アジア・・・・インドネシア・台湾・中国 

欧州・・・・・ドイツ・英国・デンマーク 

その他・・・・スーダン 

③ 海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国、又は地域における売上高であります。 

  

  

  当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会における剰余金処分決議に基づき、資本剰余金から利益剰余

金へ8,460百万円振替え、欠損のてん補を行っております。この結果、当第２四半期連結累計期間において、

資本剰余金が8,460百万円減少し、利益剰余金が同額増加しております。 

  

ｃ．海外売上高

  （単位 百万円）

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ．海外売上高  1,897  9,378  18  11,294

Ⅱ．連結売上高                    43,733

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合 
4.3％ 21.5％ 0.0％ 25.8％ 

  （単位 百万円）

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ．海外売上高  860  3,657  35  4,552

Ⅱ．連結売上高                    41,867

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合 
2.1％ 8.7％ 0.1％ 10.9％ 

（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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