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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 33,857 △18.3 △356 ― △391 ― △627 ―
21年3月期第3四半期 41,417 ― △338 ― △563 ― △897 ―

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 △11.40 ―
21年3月期第3四半期 △16.32 ―

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 44,922 18,904 41.6 340.09
21年3月期 41,091 19,116 46.4 346.78

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  18,710百万円 21年3月期  19,079百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 6.00

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 56,000 △6.8 650 △28.5 570 △3.8 110 ― 2.00
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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  

(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） 

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 55,176,000株 21年3月期  55,176,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  161,160株 21年3月期  158,064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 55,016,223株 21年3月期第3四半期 55,025,213株
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 当第３四半期連結累計期間の業績については、 

①建設関連市場は、同業他社との競争激化に伴い受注金額の下落が進行したこと 

②情報システム関連市場は、既存システムの改修は堅調ながらお客様におけるハードウェア更新等の情報化投資の

規模縮小や延期・凍結等の傾向が高まったこと 

③自動車関係は、お客様からの受注が、当第３四半期（平成21年10～12月）については前第２四半期（平成20年7～

9月）を上回る水準まで回復してきたものの、当上半期が前上半期の水準に比べ約8割の状況で推移したこと 

④電子部品の市場や素材関係は、お客様の工場稼働率が平成20年10月以前の水準には戻らず、前第２四半期（平成

20年7～9月）の水準に比べ約8割の状況で推移したこと 

⑤燃料関連市場は、お客様の工場稼働率低下に伴う需要減に加え、お客様からのコストダウン要求が高まったこと 

等の影響がありました。 

 しかしながら、これらは、年度当初よりある程度予測されていたことから、スリムで筋肉質な企業体質を構築す

べく、内部統制の強化や社内情報システムの活用により、効率的な組織運営を加速させることで、コスト削減を推

進してまいりました。 

 具体的には、 

①品質向上によるトラブル・手戻り等の低減 

②事業規模縮小に伴う調達方針変更（採算・効率を重視した調達） 

③業務の改善、ワークシェアの推進による内部コストの低減 

④管理向上による受取債権および在庫の不良化防止 

に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は338億57百万円（前年同期比18.3％減）、営業

損失は3億56百万円（前年同期の営業損失は3億38百万円）、経常損失は3億91百万円（前年同期の経常損失は5億63

百万円）、第３四半期純損失は6億27百万円（前年同期の第３四半期純損失は8億97百万円）となりました。営業損

益については、売上高の大幅な減少に伴い売上総利益は減少したものの、前述のコスト削減を推進してきたことが

功を奏し、落ち込み額を最小限に留めることができたものと認識しております。経常損失および第３四半期純損失

については、持分法投資損失の減少を主要因に赤字幅が縮小いたしました。 

  

 なお、今後とも、当社グループを取り巻く事業環境がめまぐるしく変化するものと考えられ、変化対応を強く要

求されるものと認識しております。このような状況下で、短期的な課題から長期的な課題への対応について、これ

まで講じてきた様々な仕組み・仕掛けを活かしつつ、さらに大幅なスピードアップを図ることで、計画の達成なら

びに業績の向上に邁進してまいります。 

  

＜事業の種類別セグメントの状況＞ 

 営業損益の大きい事業セグメント順に記載いたします。 

  

〔化学品関連事業〕 

 「無機・有機化学品」は、物流拠点の増強や新たなパートナー企業との代理店契約の締結、自分達の強みが発揮

できる付加価値の高い商品の拡販、ならびに現在の事業エリアに隣接する地域での新規ビジネスの開拓を推し進め

てまいりました。しかしながら、当社および北陸地区を事業基盤とする子会社ともに、お客様の工場稼働率が本格

回復には至らず、売上高および営業利益は前年同期比で減少いたしました。 

 「海外ビジネス」は、売上高については、ベトナムに進出している日系企業の工場稼働率が本格回復には至らず

前年同期比で減少いたしました。しかし、営業利益は、焼津水産化学工業㈱との業務提携に基づき設立したキチン

分解物（中間体）製造子会社の立ち上げ費用が発生したものの、利益率の改善およびコスト削減に努めた結果、前

年同期比で増加いたしました。 

 なお、今後のビジネス拡大の施策として、キチン分解物（中間体）製造子会社の工場の立ち上げに努め、計画通

り昨年12月に完成・稼働いたしました。また、ベトナムでの基礎化学品を中心とした輸入化学品の拡販に向けた取

り組みも推し進めてまいりました。 

 「医薬品原体」は、ジェネリック医薬品の使用促進策が推進されているものの、当第３四半期連結累計期間での

ジェネリック医薬品市場の拡大基調は予想よりやや低調に推移いたしました。このような状況において、自社開発

製品を中心に拡販に努めてまいりました結果、自社開発製品は順調に増加したものの、前年同期におけるお客様か

らの特需(スポット案件)分をカバーできず、売上高は前年同期比で減少いたしました。また、営業利益は、利益率

の改善に努めたものの、将来を見据えたジェネリック医薬品向け原体の開発を推進したことに加え、昨年6月に日医

工㈱との共同出資で設立した医薬品原体製造子会社の立ち上げ費用の発生により前年同期比で減少いたしました。 

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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 なお、今後のビジネス拡大の施策として、戦略的パートナーである日医工㈱との協業を強力に進めるとともに、

ジェネリック医薬品向け原体の開発、ならびに設備増強を推進してまいりました。 

 以上の結果、売上高は「無機・有機化学品」におけるお客様の工場稼働率低下の影響を主要因に前年同期比

14.4％減の136億45百万円、営業利益は前年同期比38.9％減の4億16百万円となりました。 

 なお、従来、当社樹脂・エレクトロニクス関連事業にて取り組んできた樹脂材料ビジネスについて、今後のさら

なる拡販を図るべく、平成20年11月より当社化学品関連事業へ移管いたしました。この移管に伴う売上高増加額は2

億92百万円であります。 

 また、昨年11月30日付にて、長野県内を中心に、半導体・情報機器・精密機械・化学・食品加工等の産業分野に

電子材料・工業薬品・食品添加物の販売を行っているクラヤ化成㈱（㈱メディパルホールディングスの完全子会

社）の全株式を取得し、子会社化いたしました。 

  

〔燃料関連事業〕 

 原油価格が前年同期に大幅に上昇していた相場の影響（平成20年7月以降大幅に下落基調に転じ、昨年3月以降再

び上昇）を受け、「産業用燃料」および「ＬＰＧ」の仕入価格が大きく変動いたしました。このような状況のな

か、北陸地区において、きめ細かな営業活動を展開するとともに、お客様との価格交渉を地道に進めてまいりまし

た。 

 しかしながら、売上高は、販売単価の低下の影響に加え、「産業用燃料」におけるお客様の工場稼働率回復遅

れ、ならびにお客様での燃料転換の影響もあり、前年同期比41.6％減の34億34百万円となりました。また、営業利

益は採算重視の営業展開を推進し、利益率の改善に努めたものの、売上高の減少に伴う売上総利益の減少をカバー

しきれず前年同期比12.6％減の1億80百万円となりました。 

  

〔空調設備工事関連事業〕 

 「首都圏」は、前第４四半期にほぼ凍結状態にあった建設投資が、当第３四半期連結累計期間において少しは動

き始めてきたものの、同業他社との競争激化に伴い受注金額の下落が進行したため受注活動は苦戦を強いられまし

た。このような状況において、これまで構築してきたお客様（ディベロッパー）との信頼関係および施工品質を武

器に、リニューアル工事案件への取り組みを強化してまいりました結果、首都圏でのリニューアル工事の受注高は

前年同期比55％増、その受注ウェイトは33％（前年同期20％）と大幅に増加いたしました。 

 「北陸地区」は、建設需要低迷という事業環境のなか、ダイキン空調北陸㈱（同社における当社グループシェア

がNO.1）との連携、ならびにお客様の空調設備丸ごと診断によるメンテナンスおよびリニューアル工事案件の発掘

に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、受注高は、北陸地区での受注低迷に加え、首都圏において、オフィスビルおよびマンション案件で

価格競争がこれまで以上に激化するなか採算面から受注を断念せざるを得ない案件が続出したことから、前年同期

比11.1％減の57億80百万円となりました。一方、売上高は、首都圏では、前連結会計年度以前に受注した大型工事

物件について工事進行基準による売上計上が増加したことからほぼ前年同期並みとなりましたものの、北陸地区で

の売上減により、前年同期比8.1％減の65億5百万円となりました。また、営業利益は、前年同期に不良債権が発生

したことを主要因に経費が減少したものの、売上高の減少に伴う売上総利益の減少をカバーしきれず前年同期比

12.9％減の1億69百万円となりました。 

  

〔情報システム関連事業〕 

 「北陸地区」は、地域密着型のサポート体制を武器に、既存のお客様への受注活動を展開するとともに、新規の

お客様開拓を進めてまいりました。 

 「首都圏」は、当社オリジナルのソリューションを前面に押し出し、案件の発掘に努めてまいりました。 

 「オリジナルソフトサービス」面では、「POWER EGG®2.0（新バージョン）」について、当社グループを挙げて新

規のお客様獲得に努めるとともに、旧バージョンをご利用のお客様に対する移行商談を積極的に推進してまいりま

した。 

 「アウトソーシング運用サービス」面では、ハウジングサービス、ホスティングサービス等新しいサービスメニ

ューを武器に新規商談開拓を推進してまいりました。 

 以上の結果、受注高は、ソフトウェアの受注は堅調であったものの、ハードウェア更新等の情報化投資の規模縮

小や延期・凍結等の傾向が高まり、前年同期比24.0％減の37億33百万円となりました。また、売上高は、受注高の

減少に加え、前年同期は北陸地区で大型案件の売上計上があったことから、前年同期比8.8％減の37億2百万円とな

りました。ただし、営業利益は利益率の改善、コスト削減に努めた結果、67百万円（前年同期は56百万円の営業損

失）と前年同期比で増加いたしました。 
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〔樹脂・エレクトロニクス関連事業〕 

 「金型・樹脂成形品」は、主力の自動車部品分野において、特に当上半期での需要低迷の影響を大きく受けまし

たが、当第３四半期（平成21年10～12月）には在庫調整が終息し需要が回復し始め、ベトナム工場の稼働率も前第

２四半期（平成20年7～9月）の水準まで上昇してまいりました。 

 「電子部品・電子材料」は、電子セラミック分野におけるお客様の工場稼働率低下（前年同期の約6割の水準）の

影響を受けました。 

 以上の結果、売上高は前年同期比58.1％減の8億58百万円、営業損失は1億60百万円（前年同期の営業損失は1億47

百万円）と前年同期比で増加いたしました。 

 なお、化学品関連事業に記載のとおり、当社樹脂・エレクトロニクス関連事業にて取り組んできた樹脂材料ビジ

ネスについて、平成20年11月より当社化学品関連事業へ移管いたしました。この移管に伴う売上高減少額は2億92百

万円であります。 

  

〔建設資材関連事業〕 

 「首都圏の分譲マンション向け」および「高級マンション向け」は、新規マンション供給戸数について、平成17

年（1～12月）には約8万4千戸であったものが、平成20年（1～12月）は4万3千戸、昨年（平成21年1～12月）は3万6

千戸（平成17年対比57％減 平成20年対比16％減）という事業環境のなか、これまで培ってきたディベロッパーや

ゼネコン等のお客様との信頼関係および商品調達力を武器に営業活動を推進してまいりました。 

 以上の結果、受注高は前年同期比43.7％減の62億21百万円となりました。また、売上高は前年同期比10.4％減の

64億47百万円となりましたものの、営業損失は、前年同期に不良債権が発生したことを主要因に経費が減少したこ

とから、1億70百万円（前年同期の営業損失は2億79百万円）と前年同期比で減少いたしました。 

  

  当第３四半期連結会計期間末の総資産残高は、449億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億31万円増加い

たしました。主な要因は、現金及び預金5億41百万円の増加、受取手形及び売掛金11億49百万円の減少、完成工事未

収入金12億85百万円の増加、仕掛品13億76百万円の増加、投資有価証券7億89百万円の増加であります。 

 負債残高は、260億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億44百万円増加いたしました。主な要因は、支払

手形及び買掛金15億14百万円の増加、工事未払金4億56百万円の増加、流動負債のその他に含まれる前受金14億41百

万円の増加、長期借入金6億81百万円の増加であります。 

 純資産残高は、189億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億12百万円減少いたしました。 

  これらの結果、連結ベースの自己資本比率は、前連結会計年度末の46.4%から41.6%となり、1株当たりの純資産額

は、前連結会計年度末の346円78銭から340円9銭に減少いたしました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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41億10百万円となり、前連結会計年度末に比

べ4億77百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は9億11百万円の収入となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少

額16億4百万円、その他に含まれる前受金の増加額14億72百万円、減価償却費5億83百万円であり、主なマイナス要

因は、たな卸資産の増加額16億67百万円、法人税等の支払額5億67百万円、税金等調整前四半期純損失4億36百万円

であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は5億63百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得に

よる支出5億55百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は1億69百万円の収入となりました。主なプラス要因は、長期借入金の純

増額4億63百万円であり、主なマイナス要因は、配当金の支払額3億30百万円であります。 

  

  

  平成21年5月13日に発表いたしました通期連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

  該当事項はありません。 

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

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）
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(簡便な会計処理) 

①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

れる場合は、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する方法によっております。 

②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。 

③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場合は、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。 

  

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

 税金費用については、当第３四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。 

  

  

(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、当社空調事業部の、請負金額3億円以上かつ工期１年超 

の受注工事については工事進行基準を、その他の請負工事契約およびソフトウェア制作に係る請負契約について 

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、当第３四半期連結累計期間に着手した請負工事契約およびソフトウェア制作に係 

る契約で進捗部分について成果の確実性が認められるもの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、その他請負契約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8億9百万円増加し、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2億89

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。 

  

  

（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 4,356 3,814

受取手形及び売掛金 12,659 13,808

完成工事未収入金 2,567 1,281

商品及び製品 1,157 831

仕掛品 4,077 2,700

未成工事支出金 420 371

原材料及び貯蔵品 94 86

その他 697 623

貸倒引当金 △94 △110

流動資産合計 25,937 23,408

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,443 4,200

土地 3,741 3,669

その他（純額） 963 681

有形固定資産合計 9,148 8,551

無形固定資産   

ソフトウエア 639 750

その他 169 131

無形固定資産合計 809 882

投資その他の資産   

投資有価証券 7,568 6,779

その他 1,494 1,708

貸倒引当金 △36 △238

投資その他の資産合計 9,027 8,248

固定資産合計 18,985 17,683

資産合計 44,922 41,091
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（単位：百万円）

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 9,845 8,330

工事未払金 1,161 705

短期借入金 7,541 7,604

未払法人税等 101 409

役員賞与引当金 18 99

受注損失引当金 47 13

完成工事補償引当金 29 36

その他 4,155 2,817

流動負債合計 22,899 20,017

固定負債   

長期借入金 783 101

退職給付引当金 103 98

役員退職慰労引当金 464 464

その他 1,767 1,292

固定負債合計 3,119 1,957

負債合計 26,018 21,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 2,702 2,702

利益剰余金 11,803 12,760

自己株式 △36 △35

株主資本合計 18,170 19,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,124 490

繰延ヘッジ損益 △11 △15

為替換算調整勘定 △573 △524

評価・換算差額等合計 539 △49

少数株主持分 193 37

純資産合計 18,904 19,116

負債純資産合計 44,922 41,091
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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：百万円）

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 41,417 33,857

売上原価 35,581 28,518

売上総利益 5,835 5,339

販売費及び一般管理費 6,174 5,695

営業損失（△） △338 △356

営業外収益   

受取利息 13 14

受取配当金 97 117

負ののれん償却額 1 1

その他 218 193

営業外収益合計 331 326

営業外費用   

支払利息 102 62

持分法による投資損失 320 207

その他 133 91

営業外費用合計 555 362

経常損失（△） △563 △391

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 0 0

その他 － 17

特別利益合計 0 18

特別損失   

たな卸資産評価損 5 －

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 8 18

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 57 18

その他 7 24

特別損失合計 81 62

税金等調整前四半期純損失（△） △643 △436

法人税等 241 209

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12 △18

四半期純損失（△） △897 △627
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 13,476 11,330

売上原価 11,692 9,586

売上総利益 1,783 1,743

販売費及び一般管理費 1,972 1,906

営業損失（△） △188 △162

営業外収益   

受取利息 3 4

受取配当金 41 67

負ののれん償却額 0 0

その他 73 57

営業外収益合計 119 130

営業外費用   

支払利息 34 20

持分法による投資損失 315 118

その他 44 31

営業外費用合計 395 170

経常損失（△） △464 △203

特別利益   

固定資産売却益 0 0

その他 － △1

特別利益合計 0 △1

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 1 16

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 9 0

その他 7 0

特別損失合計 20 17

税金等調整前四半期純損失（△） △484 △222

法人税等 90 61

少数株主損失（△） △0 △10

四半期純損失（△） △574 △273
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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損失（△） △643 △436

減価償却費 616 583

負ののれん償却額 △1 △0

持分法による投資損益（△は益） 320 207

投資事業組合運用損益（△は益） 47 32

投資有価証券評価損益（△は益） 57 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 242 △218

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △95 △81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20 4

受注損失引当金の増減額（△は減少） 12 34

受取利息及び受取配当金 △111 △131

支払利息 102 62

投資有価証券売却損益（△は益） 2 △0

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 8 18

売上債権の増減額（△は増加） 2,942 1,604

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,082 △1,667

仕入債務の増減額（△は減少） △46 △55

転貸リースに係る売上修正に伴う増減額（△は減
少）

△303 △203

その他 2,503 1,613

小計 1,611 1,384

利息及び配当金の受取額 130 146

利息の支払額 △85 △51

法人税等の支払額 △652 △567

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,004 911
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（単位：百万円）

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) 

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 △106 △143

定期預金の払戻による収入 119 53

有形固定資産の取得による支出 △222 △555

有形固定資産の売却による収入 20 15

無形固定資産の取得による支出 △214 △108

投資有価証券の取得による支出 △368 △19

投資有価証券の売却による収入 0 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 172

貸付金の回収による収入 6 5

その他 △29 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △794 △563

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） 601 △91

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0 △18

長期借入れによる収入 － 594

長期借入金の返済による支出 △69 △131

少数株主に対する株式発行による収入 － 147

配当金の支払額 △330 △330

少数株主への配当金の支払額 △2 △0

自己株式の取得による支出 △2 △0

自己株式の売却による収入 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 197 169

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 404 477

現金及び現金同等物の期首残高 2,999 3,632

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,403 4,110
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 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）   

（単位：百万円）

  

 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）   

（単位：百万円）

   

   （各事業区分の事業内容の変更） 

  前第３四半期連結会計期間において、事業活動における取扱商品の営業体制の見直しを契機に、取扱商品

の種類・性質の類似性と今後の事業の拡大、管理の効率化の観点から事業区分の見直しを行った結果、従

来、樹脂・エレクトロニクス関連事業に含めておりました樹脂材料の販売を、化学品関連事業として区分

表示することに変更いたしました。この変更により、従来と同一の基準によった場合に比べ、化学品関連

事業の売上高は2億92百万円、営業利益は18百万円それぞれ多く計上されており、樹脂・エレクトロニク

ス関連事業の売上高は2億92百万円少なく計上されており、営業損失は18百万円多く計上されておりま

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〕

  
化学品関連

事業 

燃料関連事

業 

空調設備工

事関連事業

情報システ

ム関連事業

 樹脂・エ

レクトロニ

クス関連事

業 

建設資材関

連事業 

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 
 15,924 5,814  6,922  3,958  2,045  6,672 79  41,417  －  41,417

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
10  64  152 103  4  520 235 1,091  (1,091)  －

計  15,934  5,878  7,075  4,061  2,049  7,193 314  42,508  (1,091)  41,417

営業利益又は営業損失

（△） 
 681  206 194 △56  △147  △279 39  639  (978)  △338

  
化学品関連

事業 

燃料関連事

業 

空調設備工

事関連事業

情報システ

ム関連事業

 樹脂・エ

レクトロニ

クス関連事

業 

建設資材関

連事業 

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 
 13,630  3,297  6,418 3,623  857  5,950 78  33,857  －  33,857

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
14  136 86  79  0  497 292 1,107  (1,107)  －

計  13,645  3,434  6,505  3,702  858  6,447 370  34,964  (1,107)  33,857

営業利益又は営業損失

（△） 
 416 180 169  67  △160  △170 10  513  (869)  △356
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    （会計処理基準に関する事項の変更） 

   「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、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、当社空調事業部の、請負金額3億円以上かつ

工期１年超の受注工事については工事進行基準を、その他の請負工事契約およびソフトウェア制作に係る

請負契約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、当第３四半期連結累計期間に着手した

請負工事契約およびソフトウェア制作に係る契約で進捗部分について成果の確実性が認められるものにつ

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、その他請負契約については工事完成基準

を適用しております。この変更により、従来と同一の基準によった場合に比べ、情報システム関連事業の

売上高は4億50百万円、営業利益は2億38百万円それぞれ多く計上されており、空調設備工事関連事業の売

上高は2億25百万円、営業利益は29百万円それぞれ多く計上されており、また、建設資材関連事業の売上

高は1億34百万円多く計上されており、営業損失は13百万円少なく計上されております。 

  

  

  

  

  

 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）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） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

  

 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）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） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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）受注および販売の状況 

①受注実績 

                                         （単位：百万円）  

 （注）１．受注実績の金額には、セグメント間の内部受注高および受注残高を含めて記載しております。 

    ２．上記金額には、消費税は含まれておりません。  

  

②販売実績  

                                          （単位：百万円）  

 （注）１．販売実績の金額には、セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。 

    ２．上記金額には、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 
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） 

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％） 

 空調設備工事関連事業 5,780 88.9  8,655 87.2

  情報システム関連事業 3,733 76.0  2,993 63.5

 建設資材関連事業 6,221 56.3  9,444 64.7

事業の種類別セグメントの名称 
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 前年同期比（％） 

 化学品関連事業 13,645 85.6

 燃料関連事業 3,434 58.4

 空調設備工事関連事業 6,505 91.9

 情報システム関連事業 3,702 91.2

 樹脂・エレクトロニクス関連事業 858 41.9

 建設資材関連事業 6,447 89.6

 その他 370 117.9

合計 34,964 82.3
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