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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 4,235 △17.7 △37 ― △56 ― △74 ―
21年3月期第3四半期 5,148 ― 443 ― 399 ― 380 ―

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3四半期 △8.26 ―
21年3月期第3四半期 42.43 ―

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3四半期 7,061 1,599 22.4 176.46
21年3月期 6,848 1,676 24.2 184.45

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,582百万円 21年3月期  1,654百万円

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 6,200 △11.3 65 △87.9 25 △94.9 5 △98.9 0.56
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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  

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(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、4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、4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見通し等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。業績予想の具体的内容は、平成22年1月25日に別途開示いたしました「業績予想の修正
に関するお知らせ」をご覧ください。 

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3四半期 8,970,111株 21年3月期  8,970,111株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,904株 21年3月期  2,863株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 8,967,221株 21年3月期第3四半期 8,967,412株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済対策、中国等新興国の景気拡大に支えら
れ、持ち直しがみられる展開となりましたが、景気回復は緩やかなものに留まり、依然として厳しい状況
が続きました。 
 こうした中、当社グループでは、前連結会計年度より開始された「新・中期経営計画」に基づき、売上
高の持続的拡大と筋肉質の企業体質維持を基本方針とし、東アジア、中央アジア、アフリカを中心とする
グローバルな営業展開を図っており、第３四半期においてはカザフスタン向け掘削機、アフリカでのＯＤ
Ａ水井戸工事などの海外大型案件を受注しました。しかしながら、期初受注残高が低水準であったことに
加え、景気悪化に伴う企業の設備投資抑制の影響等により第２四半期までの受注が伸び悩んだ結果、国内
売上高は3,294百万円（前年同期比13.2％減）、海外売上高は940百万円（前年同期比30.4％減）と、国
内、海外ともに売上高は前年同期に比べ減少する結果となりました。 
 ボーリング機器関連事業に関しましては、景気悪化、公共工事の予算執行停止の影響などにより国内販
売が減少したことに加え、大型案件減少により海外販売が低迷したことから、売上高は2,583百万円と前
年同期比285百万円（9.9％）の減収となり、原価低減、経費削減に努めましたが、営業利益は31百万円と
前年同期比127百万円の減益となりました。 
 工事施工関連事業に関しましては、期初受注残高が前年同期に比し低水準であったことに加え、工事の
着工延期等により国内工事の受注が伸び悩んだこと、また海外民間工事が大幅に縮小したことなどもあ
り、完成工事高は1,652百万円と前年同期比627百万円（27.5％）の減収となり、完成工事高減少に伴う固
定費比率の上昇により原価率が上昇したこともあり、営業損失として69百万円（前年同期比353百万円の
減益）を計上しました。 
 こうした結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比17.7％減の4,235百万円となり、経費
削減に注力したものの、営業損失37百万円（前年同期は営業利益443百万円）、経常損失56百万円（前年
同期は経常利益399百万円）、四半期純損失74百万円（前年同期は四半期純利益380百万円）を計上しまし
た。 
  

（1）資産の部 
当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して212百万円増加し、7,061

百万円となりました。 
 流動資産は、受取手形及び売掛金、完成工事未収入金が主に回収により208百万円減少しました
が、仕掛品が78百万円、未成工事支出金が76百万円、現金及び預金が110百万円増加したことなどか
ら、前連結会計年度末と比較して218百万円増加し、4,707百万円となりました。 
 固定資産は、機械装置及び運搬具、建物附属設備などで101百万円の設備投資を行いましたが、減
価償却の実施により、前連結会計年度末と比較して５百万円減少し、2,353百万円となりました。 

  
（2）負債の部 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して290百万円増加し、5,462
百万円となりました。 
 流動負債は、支払手形及び買掛金が88百万円、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含
む）が17百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して108百万円増加し、3,355百
万円となりました。固定負債は、退職給付引当金が主に定年退職者への支給により24百万円、社債
が１年内償還予定分を流動負債へ振替えたことにより25百万円減少しましたが、長期借入金が調達
により222百万円増加したことにより、前連結会計年度末と比較して181百万円増加し、2,106百万円
となりました。 

  
（3）純資産の部 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純損失として74百万円を計上したことなどか
ら、1,599百万円となりました。なお、評価・換算差額等における為替換算調整勘定は、清算中の
KOKEN ENGINEERING(M)SDN.BHD.を連結の範囲から除外したことにより全て解消いたしました。 

  

平成22年３月期の業績予想の詳細につきましては、平成21年10月22日に公表いたしました業績予想から
修正しております。詳細につきましては、平成22年１月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」
をご参照ください。 
  

・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

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。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四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

いと認められるため、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しております。 
  
②棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会

計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
また、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。 
  

③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。 
  

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によってお

ります。 
 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ので、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。 

  

①連結の範囲に関する事項の変更 
清算中である子会社KOKEN ENGINEERING(M)SDN.BHD.の総資産、売上高、四半期純損益及び利益剰余

金等は、いずれも重要性がなくなったため、第１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外して
おります。 
  
②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、全ての工事について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、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。 
 これにより当第３四半期連結累計期間の売上高は171,547千円、売上総利益は9,738千円増加し、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9,738千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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 635,571 525,407 

受取手形及び売掛金 993,895 1,104,954 

完成工事未収入金 383,732 481,521 

商品及び製品 1,528,353 1,557,708 

仕掛品 251,685 173,157 

未成工事支出金 312,589 236,151 

原材料及び貯蔵品 331,505 360,574 

その他 284,162 65,782 

貸倒引当金 △13,515 △15,639 

流動資産合計 4,707,979 4,489,617 

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,513,273 1,513,273 

その他（純額） 727,411 729,287 

有形固定資産合計 2,240,684 2,242,560 

無形固定資産 11,586 11,408 

投資その他の資産   

その他 252,547 270,055 

貸倒引当金 △151,065 △164,675 

投資その他の資産合計 101,481 105,379 

固定資産合計 2,353,753 2,359,348 

資産合計 7,061,732 6,848,966 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,220,549 1,132,294 

工事未払金 54,212 75,058 

短期借入金 977,400 560,000 

1年内償還予定の社債 25,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 437,690 837,700 

賞与引当金 51,790 151,742 

その他 589,016 490,131 

流動負債合計 3,355,658 3,246,926 

固定負債   

社債 175,000 200,000 

長期借入金 928,450 706,250 

退職給付引当金 706,459 731,267 

役員退職慰労引当金 90,761 84,928 

その他 206,111 202,703 

固定負債合計 2,106,782 1,925,148 

負債合計 5,462,440 5,172,074 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,846,297 1,846,297 

資本剰余金 1,687,943 1,687,945 

利益剰余金 △2,087,620 △2,005,781 

自己株式 △1,220 △1,206 

株主資本合計 1,445,398 1,527,253 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △2,362 

土地再評価差額金 136,943 136,943 

為替換算調整勘定 － △7,796 

評価・換算差額等合計 136,943 126,783 

少数株主持分 16,950 22,854 

純資産合計 1,599,292 1,676,892 

負債純資産合計 7,061,732 6,848,966 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,148,129 4,235,434 

売上原価 3,665,677 3,278,971 

売上総利益 1,482,452 956,462 

販売費及び一般管理費 1,038,780 994,064 

営業利益又は営業損失（△） 443,671 △37,602 

営業外収益   

受取利息 1,775 1,718 

受取配当金 148 221 

為替差益 － 18,105 

その他 14,412 16,570 

営業外収益合計 16,337 36,616 

営業外費用   

支払利息 52,902 48,830 

支払手数料 2,064 3,065 

その他 5,556 3,890 

営業外費用合計 60,523 55,786 

経常利益又は経常損失（△） 399,485 △56,772 

特別利益   

固定資産売却益 2,320 3,499 

貸倒引当金戻入額 － 4,363 

ゴルフ会員権売却益 7,591 － 

特別利益合計 9,912 7,863 

特別損失   

固定資産除却損 － 417 

投資有価証券売却損 － 32 

投資有価証券評価損 － 3,139 

特別損失合計 － 3,590 

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（△）

409,397 △52,498 

法人税、住民税及び事業税 27,185 16,901 

過年度法人税等 － 1,629 

法人税等調整額 △1,191 2,089 

法人税等合計 25,994 20,620 

少数株主利益 2,938 922 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 380,464 △74,042 
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,824,677 1,523,149 

売上原価 1,271,932 1,246,545 

売上総利益 552,744 276,604 

販売費及び一般管理費 345,929 292,021 

営業利益又は営業損失（△） 206,814 △15,417 

営業外収益   

受取利息 427 619 

受取配当金 29 37 

受取賃貸料 692 88 

スクラップ売却益 561 426 

違約金収入 － 2,940 

その他 990 994 

営業外収益合計 2,702 5,106 

営業外費用   

支払利息 17,598 15,979 

支払手数料 492 624 

為替差損 7,612 － 

その他 2,468 687 

営業外費用合計 28,172 17,292 

経常利益又は経常損失（△） 181,344 △27,603 

特別利益   

固定資産売却益 1,753 3,499 

貸倒引当金戻入額 － 834 

特別利益合計 1,753 4,334 

特別損失   

固定資産除却損 － 12 

投資有価証券評価損 － 1,560 

特別損失合計 － 1,572 

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（△）

183,098 △24,841 

法人税、住民税及び事業税 6,408 2,056 

過年度法人税等 － 1,629 

法人税等調整額 966 1,533 

法人税等合計 7,374 5,218 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 534 △174 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 175,189 △29,885 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

409,397 △52,498 

減価償却費 76,179 103,687 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42,368 △15,733 

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,631 △99,951 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △51,681 △24,807 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,047 5,833 

受取利息及び受取配当金 △1,924 △1,940 

支払利息 52,902 48,830 

為替差損益（△は益） 370 △17 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △7,591 － 

投資有価証券売却損益（△は益） － 32 

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,139 

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） － 417 

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △2,320 △3,499 

売上債権の増減額（△は増加） 558,153 204,622 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 115,902 29,847 

前受金の増減額（△は減少） △106,336 20,415 

たな卸資産の増減額（△は増加） △423,156 △96,541 

仕入債務の増減額（△は減少） △149,518 67,408 

前渡金の増減額（△は増加） － △84,571 

その他 △20,512 △35,984 

小計 359,910 68,689 

利息及び配当金の受取額 658 571 

利息の支払額 △52,225 △51,196 

法人税等の支払額 △25,914 △34,401 

営業活動によるキャッシュ・フロー 282,428 △16,337 

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 △15,900 △50,900 

定期預金の払戻による収入 87,670 32,981 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △234,173 △104,815 

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,394 3,500 

投資有価証券の取得による支出 △1,395 △300 

投資有価証券の売却による収入 － 134 

子会社株式の取得による支出 － △4,110 

貸付金の回収による収入 415 405 

その他 5,204 △1,946 

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,784 △125,050 

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 938,650 1,127,400 

短期借入金の返済による支出 △875,815 △710,000 

長期借入れによる収入 600,000 450,000 

長期借入金の返済による支出 △702,810 △627,810 

その他 △69 △15 

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,044 239,574 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,421 17 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,177 98,203 

現金及び現金同等物の期首残高 500,566 473,226 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △5,957 

現金及び現金同等物の四半期末残高 581,743 565,471 
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該当事項はありません。 
  

  

 
  

  

 
(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  

① ボーリング機器関連事業……ボーリング機器の製造販売（ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本

体、部品、商品）、ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホーム

ウォーターシステム関連事業等  

② 工事施工関連事業……………建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建築基礎工事、さ

く井、温泉工事、土壌汚染改良工事 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)

ボーリング 
機器関連事業 

(千円)

工事施工
関連事業 
(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

791,214 1,033,462 1,824,677 ― 1,824,677

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,434 ― 3,434 (3,434) ―

計 794,648 1,033,462 1,828,111 (3,434) 1,824,677

 営業利益 16,994 189,664 206,658 156 206,814

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)

ボーリング 
機器関連事業 

(千円)

工事施工
関連事業 
(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

697,468 825,680 1,523,149 ― 1,523,149

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,926 ― 2,926 (2,926) ―

計 700,395 825,680 1,526,076 (2,926) 1,523,149

 営業利益又は営業損失（△） △14,388 △5,336 △19,725 4,308 △15,417
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(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  

① ボーリング機器関連事業……ボーリング機器の製造販売（ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本

体、部品、商品）、ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホーム

ウォーターシステム関連事業等  

② 工事施工関連事業……………建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建築基礎工事、さ

く井、温泉工事、土壌汚染改良工事 

  ３ 第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の一部について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法

に変更しております。 

 この変更に伴い従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間における「工事施工関連事業」

の営業費用が5,325千円増加し、営業利益が同額減少しております。  

  

 
(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  

① ボーリング機器関連事業……ボーリング機器の製造販売（ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本

体、部品、商品）、ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホーム

ウォーターシステム関連事業等  

② 工事施工関連事業……………建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建築基礎工事、さ

く井、温泉工事、土壌汚染改良工事 

  ３ 「定性的情報・財務諸表等」４．その他(3)の②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」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用しております。 

 この変更に伴い、工事施工関連事業の売上高は171,547千円増加し、営業損失は9,738千円減少しておりま

す。 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

ボーリング 
機器関連事業 

(千円)

工事施工
関連事業 
(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

2,868,344 2,279,784 5,148,129 ― 5,148,129

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

15,141 881 16,022 (16,022) ―

計 2,883,486 2,280,666 5,164,152 (16,022) 5,148,129

 営業利益 159,059 283,553 442,613 1,058 443,671

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

ボーリング 
機器関連事業 

(千円)

工事施工
関連事業 
(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

2,583,330 1,652,103 4,235,434 ― 4,235,434

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

16,786 320 17,106 (17,106) ―

計 2,600,117 1,652,423 4,252,540 (17,106) 4,235,434

 営業利益又は営業損失（△） 31,672 △69,620 △37,948 346 △37,602

鉱研工業㈱(6297)平成22年３月期　第３四半期決算短信

－11－



 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

  

 
(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) アフリカ地域………マラウイ、ナイジェリア、アルジェリア 

     (2) アジア地域…………中国、マレーシア、ラオス、スリランカ、シンガポール 

     ３ 海外売上は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又

は地域における完成工事高であります。 

  

  

 
(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) アフリカ地域………マリ、アンゴラ、アルジェリア 

     (2) アジア地域…………中国、インドネシア、タジキスタン 

     ３ 海外売上は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又

は地域における完成工事高であります。 

  

【所在地別セグメント情報】

 前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び前第３四半期連結

累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第３四半期連結

累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 331,556 63,646 395,202

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,824,677

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.2 3.5 21.7

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 196,410 87,942 284,352

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,523,149

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.9 5.8 18.7
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(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) アフリカ地域………アルジェリア、マラウイ、ナイジェリア、アンゴラ 

     (2) アジア地域…………韓国、カザフスタン、中国、ラオス、インドネシア 

     ３ 海外売上は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又

は地域における完成工事高であります。 

  

  

 
(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) アフリカ地域………マリ、アルジェリア、アンゴラ 

     (2) アジア地域…………中国、タジキスタン、インドネシア、ベトナム 

     ３ 海外売上は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又

は地域における完成工事高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 539,829 812,416 1,352,246

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 5,148,129

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.5 15.8 26.3

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 339,423 601,461 940,885

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,235,434

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.0 14.2 22.2

(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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