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市場環境
 上下水道設備の更新需要、防災・減災需要は引き続き堅調
 民間設備投資需要は回復傾向にある
 資機材の供給不足による工事進捗の遅れ、原材料価格上昇が見られる
 補助金範囲の縮小による感染症対策製品の需要減少

第3四半期決算のポイント
 資機材の供給不足により、受注計上時期、売上計上時期に遅れ
 原材料価格の上昇等により、売上総利益率低下
 受注高の増加と売上計上遅れにより受注残高は増加

2022年12月期業績予想の修正
 一部工事案件において地方自治体の発注時期が遅れ、工事の進捗に遅延が発生
 半導体等の供給不足により資機材の納期が長期化し、一部製品の出荷に遅延が発生

→ 売上高の期ずれが見込まれることから、売上高の予想を下方修正
 売上高の修正に加え、原材料価格の上昇による原価率の上昇も見られる

→ 売上総利益以下すべての段階利益の予想を下方修正

株主還元
 配当

業績予想の修正に関わらず安定配当を重視し配当維持
 自己株式の取得及び自己株式の消却

株主還元の拡充、資本効率の改善のため、自己株式の取得及び消却を実施

2022年12月期 第3四半期 サマリー

2
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2022年12月期 第3四半期 決算概要
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第3四半期 業績ハイライト

2020/12 3Q 2021/12 3Q 2022/12 3Q 前年同期比

（単位：百万円） 構成比(％) 構成比(％) 構成比(％) 増減率(％) 増減額

売 上 高 21,933 100.0 24,335 100.0 22,398 100.0 △ 8.0 △ 1,937

売 上 総 利 益 6,514 29.7 8,171 33.6 7,071 31.6 △ 13.5 △ 1,100

販 管 費 4,215 19.2 4,778 19.6 4,880 21.8 + 2.1 + 102

営 業 利 益 2,298 10.5 3,392 13.9 2,190 9.8 △ 35.4 △ 1,202

経 常 利 益 2,409 11.0 3,476 14.3 2,321 10.4 △ 33.2 △ 1,155

四 半 期 純 利 益 1,685 7.7 2,648 10.9 1,722 7.7 △ 35.0 △ 926

受 注 高 26,012 - 26,937 - 27,447 - + 1.9 + 510

受 注 残 高 23,057 - 25,330 - 29,885 - + 18.0 + 4,555

売上高 223億円（△ 8.0％）

営業利益 21億円（△ 35.4％）

四半期純利益 17億円（△ 35.0％）

受注高 274億円（＋ 1.9％）

受注残高 298億円（＋ 18.0％）
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第3四半期 決算のポイント
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売上総利益

営業利益

5

受注残高

受注高売上高  コロナ病床向け需要が一巡し、感染症対策製品
の売上高が大きく減少

 資機材・原材料の供給不足等により、工事進捗、
製品出荷の遅れが発生し売上高が減少

 感染症対策製品の売上高減少により、売上総利
益が減少

 エンジニアリング事業では、原材料価格の上昇
等により、売上総利益率低下

 売上総利益の減少に伴い営業利益も減少

 メーカー事業、商社事業の需要は底堅く、受注
高は増加

 エンジニアリング事業は地方自治体の発注時期
が遅れ微減

 受注残高はすべてのセグメントで増加

 メーカー事業では、半導体製造設備向けオゾン
モニタ、水産プラント設備案件が増加

 エンジニアリング事業では上下水道設備の更新、
防災・減災案件が増加

 商社事業では納期長期化を見据え、前倒し受注
あり

市場環境

上下水道設備の更新需要、防災・減災需要は引き続き堅調
コロナ禍で落ち込んだ民間設備投資は回復傾向
資機材・原材料の供給不足が発生
地方自治体の発注時期に遅れが発生
供給不足および円安の影響により、足元では原材料価格上昇が見られる
補助金範囲の縮小による感染症対策製品の需要減少

△19.3億円（△8.0％）

△11.0億円（△13.5％）

△12.0億円（△35.4％）

+5.1億円（＋1.9％）

+45.5億円（＋18.0％）

前年同期比

前年同期比

前年同期比

前年同期比

前年同期比
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セグメント別業績推移
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2020/12
3Q

2021/12
3Q

2022/12
3Q

前年同期比

（単位：百万円） 増減率(％) 増減額

受 注 高 6,698 5,430 5,680 +4.6 +250

売 上 高 4,515 7,069 4,651 △34.2 △2,418

売 上 総 利 益 1,811 3,185 1,975 △38.0 △1,210

受 注 高 12,292 13,627 13,062 △4.1 △565

売 上 高 10,141 10,475 11,041 +5.4 +566

売 上 総 利 益 2,970 3,280 3,330 +1.5 +50

受 注 高 7,021 7,879 8,705 +10.5 +826

売 上 高 7,277 6,789 6,704 △1.2 △85

売 上 総 利 益 1,732 1,706 1,765 +3.5 +59

メーカー事業
（環境関連）

エンジニアリング
事業
（水処理関連）

商社事業
（風水力関連）
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セグメント別状況（前年同期比）
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受注高

売上高

分野 増減要因 増減
計 測  半導体製造設備向けオゾンモニタの需要が堅調 +376

省エネ・創エネ  海外サプライチェーンの混乱により調達リスクが顕在化し減少 △166

脱 臭  前年同期の大型案件の反動減 △135

水処理プラント  水産プラント設備需要が増加 +483

医 療  コロナ病床向け感染症対策製品の需要が一巡し減少 △307

売上総利益

売上総利益
 医療分野の売上高減少に伴い売上総利益が減少、セグメント全体の売上総利益率も低下

（単位：百万円）

3,185 
1,975 

45.1% 42.5%

2021/12 3Q 2022/12 3Q

7,069 
4,651 

2021/12 3Q 2022/12 3Q

5,430 5,680 

2021/12 3Q 2022/12 3Q

△12.1億円
（△38.0％）

△24.1億円
（△34.2％）

+2.5億円
（+4.6％）

メーカー事業（環境関連） 受注高

分野 増減要因 増減
計 測  原材料の供給不足によりオゾンモニタの製造・出荷が遅れ減少 △41

省エネ・創エネ  海外サプライチェーンの混乱により調達リスクが顕在化し減少 △19

脱 臭  前年同期受注計上の大型案件が寄与 +189

水処理プラント  前年同期の大型排水プラント案件の反動減 △230

医 療  コロナ病床向け感染症対策製品の需要が一巡し減少 △2,315

（単位：百万円）売上高

売上総利益率

（単位：百万円）
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3,280 3,330 

31.3%
30.2%

2021/12 3Q 2022/12 3Q

セグメント別状況（前年同期比）
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商社事業（風水力関連）

受注高

売上高

売上総利益

+0.5億円
（+3.5％）

△0.8億円
（△1.2％）

+8.2億円
（+10.5％）

 民間設備投資は回復傾
向

 納期の長期化を見据え、
発注時期前倒しの動き
あり

 機器の納期長期化によ
り予定通りに売上計上
できず

 選別受注、原価低減活
動、業務効率化などに
よる売上総利益率の上
昇

6,789 6,704 

2021/12 3Q 2022/12 3Q

7,879 8,705 

2021/12 3Q 2022/12 3Q

1,706 1,765 

25.1%
26.3%

2021/12 3Q 2022/12 3Q

エンジニアリング事業（水処理関連）

受注高

売上高

売上総利益

+0.5億円
（+1.5％）

+5.6億円
（+5.4％）

△5.6億円
（△4.1％）

 市場環境は引き続き堅
調に推移しているもの
の、資機材の供給不足
によって地方自治体の
発注時期が遅れる案件
があり受注高減少

 前年同期を上回るもの
の、資機材の納期長期
化による工事進捗の遅
れが発生

 原材料価格上昇の影響
により売上総利益率は
低下

13,627 13,062 

2021/12 3Q 2022/12 3Q

10,475 11,041 

2021/12 3Q 2022/12 3Q

売上総利益率

（単位：百万円）

売上総利益率

（単位：百万円）
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売上高・売上総利益・受注高・受注残高の推移
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7,165 8,239 7,277 6,789 6,704 

10,673 9,572 10,141 10,475 11,041 

3,857 3,744 4,515 7,069 4,651 

21,696 21,556 21,933 24,335 22,398 

2018/12 3Q 2019/12 3Q 2020/12 3Q 2021/12 3Q 2022/12 3Q

1,336 1,717 1,732 1,706 1,765 

2,800 2,580 2,970 3,280 3,330 

1,676 1,469 
1,811 

3,185 1,975 
5,814 5,767 6,514 

8,171 
7,071 

2018/12 3Q 2019/12 3Q 2020/12 3Q 2021/12 3Q 2022/12 3Q

売上高の推移

売上総利益の推移

メーカー エンジニアリング 商社 （単位：百万円）

7,476 8,293 7,021 7,879 8,705 

6,651 8,266 12,292 13,627 13,062 4,153 
3,217 

6,698 5,430 5,680 
18,280 19,778 

26,012 26,937 27,447 

2018/12 3Q 2019/12 3Q 2020/12 3Q 2021/12 3Q 2022/12 3Q

4,355 4,361 4,279 5,264 7,219 

10,148 10,580 13,566 
17,160 

18,464 3,065 2,469 
5,211 

2,905 
4,201 

17,569 17,411 
23,057 25,330 

29,885 

2018/12 3Q 2019/12 3Q 2020/12 3Q 2021/12 3Q 2022/12 3Q

受注高の推移

受注残高の推移
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2022年12月期 業績予想の修正
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2022年12月期 業績予想の修正
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2021/12 実績 2022/12 前回予想 2022/12 修正予想 前回予想比

（単位：百万円） 構成比(％) 構成比(％) 構成比(％) 増減率(％) 増減額

受 注 高 35,014 - 36,000 - 36,000 - - -

売 上 高 32,485 100.0 35,000 100.0 32,000 100.0 △ 8.6 △ 3,000

売 上 総 利 益 10,489 32.3 10,400 29.7 9,400 29.4 △ 9.6 △ 1,000

販 管 費 6,507 20.0 6,600 18.9 6,550 20.5 △ 0.8 △ 50

営 業 利 益 3,982 12.3 3,800 10.9 2,850 8.9 △ 25.0 △ 950

経 常 利 益 4,110 12.7 3,950 11.3 3,000 9.4 △ 24.1 △ 950

当 期 純 利 益 3,159 9.7 2,800 8.0 2,200 6.9 △ 21.4 △ 600

受 注 残 高 25,256 - 26,256 - 29,256 - + 11.4 + 3,000

１ 株 当 た り 配 当 金 85円 - 85円 - 85円 - - -

修正理由

※1株当たり配当金については、2021年7月1日付で１：２の株式分割を実施、遡及修正を行った数値を掲載しています。

 一部工事案件において地方自治体の発注時期が遅れ、工事の進捗に遅延が発生
 半導体等の供給不足により資機材の納期が長期化し、一部製品の出荷に遅延が発生

 売上高の予想の修正に加え、原材料価格の上昇による原価率の上昇も見られる

売上高の期ずれが見込まれることから、売上高の予想を修正

売上総利益以下すべての段階利益の予想を修正
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2022年12月期 業績予想の修正
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受注高 2022/12
前回予想

2022/12
修正予想

前回予想比

（百万円） 増減率(％) 増減額

メ ー カ ー 事 業 7,500 7,500 - -

エンジニアリング事業 17,500 17,500 - -

商 社 事 業 11,000 11,000 - -

合 計 36,000 36,000 - -

売上総利益 2022/12
前回予想

2022/12
修正予想

前回予想比

（百万円） 増減率(％) 増減額

メ ー カ ー 事 業 3,150 2,600 ▲ 17.5 ▲ 550

エンジニアリング事業 4,950 4,450 ▲ 10.1 ▲ 500

商 社 事 業 2,300 2,350 + 2.2 + 50

合 計 10,400 9,400 ▲ 9.6 ▲ 1,000

売上高 2022/12
前回予想

2022/12
修正予想

前回予想比

（百万円） 増減率(％) 増減額

メ ー カ ー 事 業 7,500 6,200 ▲ 17.3 ▲ 1,300

エンジニアリング事業 16,500 14,800 ▲ 10.3 ▲ 1,700

商 社 事 業 11,000 11,000 - -

合 計 35,000 32,000 ▲ 8.6 ▲ 3,000

受注高

売上高

メーカー事業（環境関連）
 原材料の調達難、急速な円安の影響を受けるものの、

セグメント全体では前回予想から変更なし

エンジニアリング事業（水処理関連）
 地方自治体の発注時期に遅れはあるものの、前回予想

から変更なし

商社事業（風水力関連）
 前回予想から変更なし

売上総利益

営業利益

メーカー事業（環境関連）
 原材料の調達難による製造・出荷の遅れが発生

 受注計上時期が遅れ、売上計上時期も遅れる

エンジニアリング事業（水処理関連）
 地方自治体の発注時期の遅れ、資機材の供給不足等に

よる工事進捗の遅れにより売上計上の期ずれが発生

商社事業（風水力関連）
 前回予想から変更なし

売上高の減少に伴い、売上総利益も減少

販管費はほぼ計画通りに推移するものの、売上総利益の
減少により、前回予想を下回る
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株主還元
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株主還元
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 連結配当性向35％を目安に安定的な配当を継続的に実施
 利益還元の一つとして、資金需要・株価水準等を考慮しながら、機動的に自己株式取得を実施

 業績予想の修正に関わらず安定配当を重視し配当維持

基本方針

2020/12 実績 2021/12 実績 2022/12 予想

配当金
年間 55.0円 85.0円 85.0円
中間 15.0円 37.5円 42.5円
期末 40.0円 47.5円 42.5円

配当性向 29.8％ 33.6％ 47.3%
※2021年7月1日付で１：２の株式分割を実施、遡及修正を行った数値を掲載しています。

配当

自己株式の取得及び自己株式の消却
①目的 株主還元の拡充を図るとともに、資本効率の向上を図るため

②自己株式取得の内容

③自己株式消却の内容

取得する株式の総数 500,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式除く）に対する割合4.07％）

株式の取得価額の総額 10億円（上限）
取得期間 2022年11月4日から2023年10月31日

消却する株式数 500,000株
（消却前発行済株式総数に対する割合3.72％）

消却予定日 2022年11月30日



© EBARA JITSUGYO CO., LTD.

資料編
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業績推移（第3四半期）
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2018/12　3Q 2019/12　3Q 2020/12　3Q 2021/12　3Q 2022/12　3Q
（単位：百万円） 実績 前年同期比 実績 前年同期比 実績 前年同期比 実績 前年同期比 実績 前年同期比

計測 915                 △8.9% 1,000              +9.3% 1,174              +17.4% 1,188              +1.2% 1,564              +31.6% 
省エネ・創エネ 135                 △73.2% 423                 +213.3% 536                 +26.7% 845                 +57.6% 679                 △19.6% 
脱臭 897                 △3.0% 615                 △31.4% 647                 +5.2% 974                 +50.5% 839                 △13.9% 
水処理プラント 1,972              △4.8% 1,090              △44.7% 1,716              +57.4% 1,117              △34.9% 1,600              +43.2% 
医療 234                 +8.3% 89                   △62.0% 2,625              +2849.4% 1,305              △50.3% 998                 △23.5% 
メーカー (環境関連) 4,153              △12.0% 3,217              △22.5% 6,698              +108.2% 5,430              △18.9% 5,680              +4.6% 
エンジニアリング (水処理関連) 6,651              △36.7% 8,266              +24.3% 12,292            +48.7% 13,627            +10.9% 13,062            △4.1% 
商社 (風水力関連) 7,476              △0.8% 8,293              +10.9% 7,021              △15.3% 7,879              +12.2% 8,705              +10.5% 
合計 18,280          △19.7% 19,778          +8.2% 26,012          +31.5% 26,937          +3.6% 27,447          +1.9% 
計測 1,038              +16.6% 932                 △10.2% 942                 +1.1% 1,081              +14.8% 1,040              △3.8% 
省エネ・創エネ 255                 △48.5% 377                 +47.8% 480                 +27.3% 486                 +1.3% 467                 △3.9% 
脱臭 1,076              +62.0% 828                 △23.0% 735                 △11.2% 734                 △0.1% 923                 +25.7% 
水処理プラント 1,204              △15.0% 1,392              +15.6% 1,634              +17.4% 1,618              △1.0% 1,388              △14.2% 
医療 284                 +12.7% 215                 △24.3% 724                 +236.7% 3,148              +334.8% 833                 △73.5% 
メーカー (環境関連) 3,857              +3.8% 3,744              △2.9% 4,515              +20.6% 7,069              +56.6% 4,651              △34.2% 
エンジニアリング (水処理関連) 10,673            +22.0% 9,572              △10.3% 10,141            +5.9% 10,475            +3.3% 11,041            +5.4% 
商社 (風水力関連) 7,165              +3.2% 8,239              +15.0% 7,277              △11.7% 6,789              △6.7% 6,704              △1.2% 
合計 21,696          +11.8% 21,556          △0.6% 21,933          +1.7% 24,335          +11.0% 22,398          △8.0% 
メーカー (環境関連) 1,676              +10.3% 1,469              △12.4% 1,811              +23.3% 3,185              +75.9% 1,975              △38.0% 
エンジニアリング (水処理関連) 2,800              +14.9% 2,580              △7.9% 2,970              +15.1% 3,280              +10.4% 3,330              +1.5% 
商社 (風水力関連) 1,336              △9.1% 1,717              +28.5% 1,732              +0.9% 1,706              △1.5% 1,765              +3.5% 
合計 5,814             +7.2% 5,767             △0.8% 6,514             +13.0% 8,171             +25.4% 7,071             △13.5% 

3,994              △1.2% 4,115              +3.0% 4,215              +2.4% 4,778              +13.4% 4,880              +2.1% 
1,820             +31.5% 1,652             △9.2% 2,298             +39.1% 3,392             +47.6% 2,190             △35.4% 

156                 153                 153                 161                 179                 
75                   50                   41                   77                   49                   

1,900             +29.1% 1,755             △7.7% 2,409             +37.3% 3,476             +44.3% 2,321             △33.2% 
- - - 338                 140                 
- - 31                   26                   21                   

1,900             +29.2% 1,755             △7.6% 2,378             +35.5% 3,788             +59.3% 2,440             △35.6% 
1,335             +22.4% 1,239             △7.2% 1,685             +36.0% 2,648             +57.1% 1,722             △35.0% 

税引前利益
四半期純利益

営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
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Sheet1

								2018/12　3Q				2019/12　3Q				2020/12　3Q				2021/12　3Q				2022/12　3Q						17/12月期

						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		実績		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		実績 ジッセキ		前年同期比		実績 ジッセキ		前年同期比		実績 ジッセキ		前年同期比		実績 ジッセキ		前年同期比				実績		前期比

		受注高				計測		915		△8.9% 		1,000		+9.3% 		1,174		+17.4% 		1,188		+1.2% 		1,564		+31.6% 				1,004

						省エネ・創エネ ソウ		135		△73.2% 		423		+213.3% 		536		+26.7% 		845		+57.6% 		679		△19.6% 				504

						脱臭		897		△3.0% 		615		△31.4% 		647		+5.2% 		974		+50.5% 		839		△13.9% 				925

						水処理プラント		1,972		△4.8% 		1,090		△44.7% 		1,716		+57.4% 		1,117		△34.9% 		1,600		+43.2% 				2,071

						医療 イリョウ		234		+8.3% 		89		△62.0% 		2,625		+2849.4% 		1,305		△50.3% 		998		△23.5% 				216

						メーカー (環境関連)		4,153		△12.0% 		3,217		△22.5% 		6,698		+108.2% 		5,430		△18.9% 		5,680		+4.6% 				4,720

						エンジニアリング (水処理関連)		6,651		△36.7% 		8,266		+24.3% 		12,292		+48.7% 		13,627		+10.9% 		13,062		△4.1% 				10,505

						商社 (風水力関連)		7,476		△0.8% 		8,293		+10.9% 		7,021		△15.3% 		7,879		+12.2% 		8,705		+10.5% 				7,533

						合計 ゴウケイ		18,280		△19.7% 		19,778		+8.2% 		26,012		+31.5% 		26,937		+3.6% 		27,447		+1.9% 				22,759

		売上高				計測		1,038		+16.6% 		932		△10.2% 		942		+1.1% 		1,081		+14.8% 		1,040		△3.8% 				890

						省エネ・創エネ ソウ		255		△48.5% 		377		+47.8% 		480		+27.3% 		486		+1.3% 		467		△3.9% 				495

						脱臭		1,076		+62.0% 		828		△23.0% 		735		△11.2% 		734		△0.1% 		923		+25.7% 				664

						水処理プラント		1,204		△15.0% 		1,392		+15.6% 		1,634		+17.4% 		1,618		△1.0% 		1,388		△14.2% 				1,416

						医療 イリョウ		284		+12.7% 		215		△24.3% 		724		+236.7% 		3,148		+334.8% 		833		△73.5% 				252

						メーカー (環境関連)		3,857		+3.8% 		3,744		△2.9% 		4,515		+20.6% 		7,069		+56.6% 		4,651		△34.2% 				3,717

						エンジニアリング (水処理関連)		10,673		+22.0% 		9,572		△10.3% 		10,141		+5.9% 		10,475		+3.3% 		11,041		+5.4% 				8,747

						商社 (風水力関連)		7,165		+3.2% 		8,239		+15.0% 		7,277		△11.7% 		6,789		△6.7% 		6,704		△1.2% 				6,945

						合計		21,696		+11.8% 		21,556		△0.6% 		21,933		+1.7% 		24,335		+11.0% 		22,398		△8.0% 				19,409

		売上総利益 ウリアゲ				メーカー (環境関連)		1,676		+10.3% 		1,469		△12.4% 		1,811		+23.3% 		3,185		+75.9% 		1,975		△38.0% 				1,519

						エンジニアリング (水処理関連)		2,800		+14.9% 		2,580		△7.9% 		2,970		+15.1% 		3,280		+10.4% 		3,330		+1.5% 				2,436

						商社 (風水力関連)		1,336		△9.1% 		1,717		+28.5% 		1,732		+0.9% 		1,706		△1.5% 		1,765		+3.5% 				1,470

						合計		5,814		+7.2% 		5,767		△0.8% 		6,514		+13.0% 		8,171		+25.4% 		7,071		△13.5% 				5,426

		販管費						3,994		△1.2% 		4,115		+3.0% 		4,215		+2.4% 		4,778		+13.4% 		4,880		+2.1% 				4,042

		営業利益						1,820		+31.5% 		1,652		△9.2% 		2,298		+39.1% 		3,392		+47.6% 		2,190		△35.4% 				1,383

		営業外収益						156				153				153				161				179						132

		営業外費用						75				50				41				77				49						45

		経常利益						1,900		+29.1% 		1,755		△7.7% 		2,409		+37.3% 		3,476		+44.3% 		2,321		△33.2% 				1,471

		特別利益						-				-				-				338				140						-

		特別損失						-				-				31				26				21						-

		税引前利益						1,900		+29.2% 		1,755		△7.6% 		2,378		+35.5% 		3,788		+59.3% 		2,440		△35.6% 				1,471

		四半期純利益 シハンキ						1,335		+22.4% 		1,239		△7.2% 		1,685		+36.0% 		2,648		+57.1% 		1,722		△35.0% 				1,090
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2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
（単位：百万円） 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 修正計画 前期比

計測 1,176              △20.0% 1,212              +3.1% 1,519              +25.3% 1,717              +13.0% 1,950              +13.6% 
省エネ・創エネ 583                 △23.5% 600                 +2.9% 642                 +7.0% 739                 +15.1% 1,000              +35.3% 
脱臭 1,372              △9.4% 1,189              △13.3% 987                 △17.0% 1,197              +21.3% 1,200              +0.3% 
水処理プラント 2,222              △7.2% 2,138              △3.8% 2,094              △2.1% 2,110              +0.8% 2,200              +4.3% 
医療 270                 △21.5% 189                 △30.0% 3,729              +1873.0% 1,476              △60.4% 1,150              △22.1% 
メーカー (環境関連) 5,624              △13.3% 5,328              △5.3% 8,972              +68.4% 7,240              △19.3% 7,500              +3.6% 
エンジニアリング (水処理関連) 11,883            △21.6% 12,072            +1.6% 15,748            +30.5% 17,435            +10.7% 17,500            +0.4% 
商社 (風水力関連) 9,992              +0.2% 10,818            +8.3% 9,278              △14.2% 10,338            +11.4% 11,000            +6.4% 
合計 27,500          △13.0% 28,220          +2.6% 34,000          +20.5% 35,014          +3.0% 36,000          +2.8% 
計測 1,390              +11.5% 1,304              △6.2% 1,388              +6.4% 1,514              +9.1% 1,400              △7.5% 
省エネ・創エネ 572                 △24.8% 734                 +28.3% 689                 △6.1% 590                 △14.4% 750                 +27.1% 
脱臭 1,588              +59.8% 1,118              △29.6% 1,016              △9.1% 1,023              +0.7% 1,200              +17.3% 
水処理プラント 1,454              △29.9% 1,784              +22.7% 2,629              +47.4% 2,033              △22.7% 1,700              △16.4% 
医療 393                 +0.3% 356                 △9.4% 1,733              +386.8% 3,402              +96.3% 1,150              △66.2% 
メーカー (環境関連) 5,397              △1.3% 5,296              △1.9% 7,456              +40.8% 8,563              +14.9% 6,200              △27.6% 
エンジニアリング (水処理関連) 14,167            +27.7% 12,544            △11.5% 13,155            +4.9% 14,683            +11.6% 14,800            +0.8% 
商社 (風水力関連) 9,729              +1.9% 10,590            +8.8% 9,639              △9.0% 9,238              △4.2% 11,000            +19.1% 
合計 29,295          +12.2% 28,431          △2.9% 30,250          +6.4% 32,485          +7.4% 32,000          △1.5% 
メーカー (環境関連) 2,108              △4.8% 2,105              △0.1% 3,011              +43.0% 3,803              +26.3% 2,600              △31.6% 
エンジニアリング (水処理関連) 3,621              +19.2% 3,355              △7.3% 3,752              +11.8% 4,403              +17.4% 4,450              +1.1% 
商社 (風水力関連) 1,827              △7.7% 2,159              +18.2% 2,246              +4.0% 2,281              +1.6% 2,350              +3.0% 
合計 7,557             +4.5% 7,621             +0.8% 9,010             +18.2% 10,489          +16.4% 9,400             △10.4% 

5,417              △1.8% 5,596              +3.3% 5,795              +3.6% 6,507              +12.3% 6,550              +0.7% 
2,139             +24.6% 2,024             △5.4% 3,214             +58.8% 3,982             +23.9% 2,850             △28.4% 

211                 210                 209                 230                 220                 
99                   65                   61                   102                 70                   

2,252             +21.8% 2,169             △3.7% 3,363             +55.0% 4,110             +22.2% 3,000             △27.0% 
- - 3                     338                 170                 
- - 27                   57                   20                   

2,252             +21.8% 2,169             △3.7% 3,339             +53.9% 4,392             +31.5% 3,150             △28.3% 
1,600             +18.3% 1,512             △5.5% 2,342             +54.9% 3,159             +34.9% 2,200             △30.4% 

税引前利益
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営業利益
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営業外費用
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特別利益
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Sheet1

								2018/12				2019/12				2020/12				2021/12				2022/12						15/12月期

						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		実績		前期比		実績 ジッセキ		前期比		実績 ジッセキ		前期比		実績 ジッセキ		前期比		修正計画 シュウセイ		前期比				実績		前期比

		受注高				計測		1,176		△20.0% 		1,212		+3.1% 		1,519		+25.3% 		1,717		+13.0% 		1,950		+13.6% 				1,003		+13.6% 

						省エネ・創エネ ソウ		583		△23.5% 		600		+2.9% 		642		+7.0% 		739		+15.1% 		1,000		+35.3% 				205		△53.8% 

						脱臭		1,372		△9.4% 		1,189		△13.3% 		987		△17.0% 		1,197		+21.3% 		1,200		+0.3% 				1,152		△32.3% 

						水処理プラント		2,222		△7.2% 		2,138		△3.8% 		2,094		△2.1% 		2,110		+0.8% 		2,200		+4.3% 				1,805		+14.2% 

						医療 イリョウ		270		△21.5% 		189		△30.0% 		3,729		+1873.0% 		1,476		△60.4% 		1,150		△22.1% 				502		△56.7% 

						メーカー (環境関連)		5,624		△13.3% 		5,328		△5.3% 		8,972		+68.4% 		7,240		△19.3% 		7,500		+3.6% 				4,668		△19.1% 

						エンジニアリング (水処理関連)		11,883		△21.6% 		12,072		+1.6% 		15,748		+30.5% 		17,435		+10.7% 		17,500		+0.4% 				12,061		+9.5% 

						商社 (風水力関連)		9,992		+0.2% 		10,818		+8.3% 		9,278		△14.2% 		10,338		+11.4% 		11,000		+6.4% 				10,612		△3.0% 

						合計		27,500		△13.0% 		28,220		+2.6% 		34,000		+20.5% 		35,014		+3.0% 		36,000		+2.8% 				27,342		△1.4% 

		売上高				計測		1,390		+11.5% 		1,304		△6.2% 		1,388		+6.4% 		1,514		+9.1% 		1,400		△7.5% 				965		+12.5% 

						省エネ・創エネ ソウ		572		△24.8% 		734		+28.3% 		689		△6.1% 		590		△14.4% 		750		+27.1% 				382		△29.8% 

						脱臭		1,588		+59.8% 		1,118		△29.6% 		1,016		△9.1% 		1,023		+0.7% 		1,200		+17.3% 				1,600		+9.5% 

						水処理プラント		1,454		△29.9% 		1,784		+22.7% 		2,629		+47.4% 		2,033		△22.7% 		1,700		△16.4% 				2,123		△29.4% 

						医療 イリョウ		393		+0.3% 		356		△9.4% 		1,733		+386.8% 		3,402		+96.3% 		1,150		△66.2% 				404		△65.1% 

						メーカー (環境関連)		5,397		△1.3% 		5,296		△1.9% 		7,456		+40.8% 		8,563		+14.9% 		6,200		△27.6% 				5,476		△22.1% 

						エンジニアリング (水処理関連)		14,167		+27.7% 		12,544		△11.5% 		13,155		+4.9% 		14,683		+11.6% 		14,800		+0.8% 				11,355		△8.9% 

						商社 (風水力関連)		9,729		+1.9% 		10,590		+8.8% 		9,639		△9.0% 		9,238		△4.2% 		11,000		+19.1% 				10,163		△2.7% 

						合計		29,295		+12.2% 		28,431		△2.9% 		30,250		+6.4% 		32,485		+7.4% 		32,000		△1.5% 				26,994		△9.8% 

		売上総利益 ウリアゲ				メーカー (環境関連)		2,108		△4.8% 		2,105		△0.1% 		3,011		+43.0% 		3,803		+26.3% 		2,600		△31.6% 				1,844		△15.0% 

						エンジニアリング (水処理関連)		3,621		+19.2% 		3,355		△7.3% 		3,752		+11.8% 		4,403		+17.4% 		4,450		+1.1% 				2,919		+11.8% 

						商社 (風水力関連)		1,827		△7.7% 		2,159		+18.2% 		2,246		+4.0% 		2,281		+1.6% 		2,350		+3.0% 				1,891		+9.4% 

						合計		7,557		+4.5% 		7,621		+0.8% 		9,010		+18.2% 		10,489		+16.4% 		9,400		△10.4% 				6,655		+2.3% 

		販管費						5,417		△1.8% 		5,596		+3.3% 		5,795		+3.6% 		6,507		+12.3% 		6,550		+0.7% 				5,237		△2.3% 

		営業利益						2,139		+24.6% 		2,024		△5.4% 		3,214		+58.8% 		3,982		+23.9% 		2,850		△28.4% 				1,417		+23.6% 

		営業外収益						211				210				209				230				220						204

		営業外費用						99				65				61				102				70						110

		経常利益						2,252		+21.8% 		2,169		△3.7% 		3,363		+55.0% 		4,110		+22.2% 		3,000		△27.0% 				1,511		+25.7% 

		特別利益						-				-				3				338				170						1

		特別損失						-				-				27				57				20						1

		税引前利益						2,252		+21.8% 		2,169		△3.7% 		3,339		+53.9% 		4,392		+31.5% 		3,150		△28.3% 				1,511		+10.5% 

		当期純利益						1,600		+18.3% 		1,512		△5.5% 		2,342		+54.9% 		3,159		+34.9% 		2,200		△30.4% 				970		+14.5% 











本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証する
ものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、
計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。また、本資料は情報の提供のみを目的とし
ており、取引の勧誘を目的としておりません。

総合企画室 TEL  03-5565-2885
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