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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 16,758 ― 389 ― 451 ― 282 ―
20年3月期第3四半期 15,705 ― 259 ― 309 ― 192 ―

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

21年3月期第3四半期 22.09 ―
20年3月期第3四半期 15.06 ―

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

21年3月期第3四半期 20,565 8,887 43.2 695.57
20年3月期 19,789 8,951 45.2 700.56

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,887百万円 20年3月期  8,951百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 18.00 18.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 18.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 26,000 △12.8 600 △45.5 700 △39.1 400 △38.5 31.30

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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の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情報に基づいており、実際の業績
等は今後様々な要因により大きく変わる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３頁【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」
をご覧ください。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期  12,780,000株 20年3月期  12,780,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,260株 20年3月期  2,777株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  12,776,955株 20年3月期第3四半期  12,778,234株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、リーマン・ブラザーズ破綻に端を発する米国金融市場の危

機的状況の余波を受けて景気後退が一気に加速しました。その後も企業の設備投資や生産の不振から景気指標は

さらに下振れし、製造業を中心に雇用削減が進み消費が冷え込むなど先行きの不透明感は一段と強まりました。 

建設業界におきましても、建設資材の価格高騰による収益悪化に加えて、金融機関の融資姿勢強化に伴う資金

繰り悪化により倒産件数が増加するなど、景気悪化の底が見えない様相を呈しております。 

このような環境のもと、当第３四半期連結累計期間における当企業集団の売上高は 16,758百万円（前年同期

比 6.7％増）となりました。 

損益面では、パイプ事業が第３四半期累計で営業黒字に転じたことなどにより、営業利益は前年同期より 130

百万円増加し、389百万円（前年同期比 50.3％増）となりました。これに伴い、経常利益は 451百万円（前年同

期比 46.0％増）となりました。 

また、四半期純利益につきましても、前年同期より89百万円増加し、282百万円（前年同期比 46.6％増）とな

りました。 

セグメント別の業績は以下のとおりです。 

（１）事業の種類別セグメント 

・エンジニアリング事業 

海外連結子会社の売上が増加したことなどにより、売上高は 12,202百万円（前年同期比 4.1％増）と微増

しましたが、提出会社の大型工事案件の減少などにより、営業利益は 540百万円（前年同期比 23.7％減）に

とどまりました。 

・パイプ事業 

パイプ工事大型案件の完成が増加したことなどにより、売上高は 2,905百万円（前年同期比 41.5％増）と

なりました。 

また、営業損益は、前年同期 126百万円の営業損失から、167百万円の営業利益へと好転しました。 

・兼業事業 

海外プラント部品輸出売上高の減少などにより、売上高は 1,880百万円（前年同期比 13.1％減）となりま

したが、営業利益は 鉛遮音・遮蔽財の売上利益が前年同期より回復したことなどにより、155百万円（前年

同期比 18.1％増）となりました。 

（２）所在地別のセグメント 

・日本 

パイプ工事大型案件の完成が増加したことなどにより、売上高は 15,793百万円（前年同期比 5.1％増）、

営業利益は 724百万円（前年同期比 13.2％増）となりました。 

・その他の地域 

マレーシア子会社の売上高増加などにより、売上高は 1,364百万円（前年同期比 62.0％増）、営業利益

は 138百万円（前年同期比 88.4％増）の増加となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較して、未成工事支出金が 2,694百万円増 

加、預け金が 2,119百万円の増加となりましたが、受取手形・完成工事未収入金等が、4,243百万円減少したことな

どにより、資産は 775百万円増加の 20,565百万円となりました。 

 負債については、未成工事受入金が 2,887百万円増加する一方、工事未払金等が 1,684百万円減少、未払法人税等

が 302百万円減少したことなどにより、839百万円増加の 11,678百万円となり、また、純資産は 64百万円減少の 

8,887百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は 43.2％となりました。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末において、借入金等の有利子負債はありません。 

  

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 



（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローが 2,581百万円の資金の流入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッ

シュ・フローがそれぞれ 89百万円、246百万円の資金の流出となりました。 

これに現金及び現金同等物に係る換算差額 75百万円を減算した結果、資金は 2,170百万円の増加となり、当第

３四半期連結会計期間末の残高は 5,251百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

当第３四半期連結累計期間は、売上債権の減少に伴う資金の増加 4,231百万円、未成工事受入金の増加に

よる資金の増加 2,913百万円が主な資金増加要因となりました。一方では、未成工事支出金の増加による資

金の減少 2,728百万円、仕入債務の減少に伴う資金の減少 1,668百万円などがあり、最終的に営業活動によ

るキャッシュ・フローは 2,581百万円の資金の流入（前年同期比 612.9％収入増）となりました。 

（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流出は 89百万円（前年同期比 16.5％支出減）となりました。 

 この主な流出は、有形固定資産の取得による支出 77百万円であります。 

（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流出は 246百万円（前年同期比 7.2％支出増）となりました。 

 この主な流出は、配当金の支払 229百万円であります。  

  

 該当事項はありません。   

   

１．簡便な会計処理  

(イ)一般債権の貸倒見積額の算定方法 

 貸倒実績等が前連結会計年度末に算定したものと著しく変動していないと考えられるため、前連結会 

計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する 

方法によっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
  
 当連結会計年度の連結業績予想につきましては、当初計画で見込んでおりました売上見込案件が延期になるなど、

売上の下振れが予想されますので予想売上高を3,800百万円引下げております。よって、連結売上高の予想といたしま

しては、26,000百万円を見込んでおります。 

 これに伴い、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましても、前回公表数字より減少の見込みとしておりま

す。 

 なお、平成20年５月14日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

  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 

前回発表予想（Ａ） 29,800 1,100 1,150 650 50 87 

今回修正予想（Ｂ） 26,000 600 700 400 31 30 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,800 △500 △450 △250 －   

増減率（％） △12.8 △45.5 △39.1 △38.5 －   

前期実績 28,335 1,394 1,458 851 66 61 

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 



(ロ)棚卸資産の評価方法 

 棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末に係る実地棚卸高のその後の帳

簿記録に基づく受入高および払出高を加減算することにより、四半期会計期間末における棚卸高を算定す

る方法によっております。  

(ハ)固定資産の減価償却費の算定方法 

 連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により、四半期会計期間又は期首からの累計 

期間の減価償却費として計上しております。  

(ニ)退職給付費用の算定方法 

 四半期会計期間に負担させるべき退職給付費用は、期首において算定した退職給付債務に係る当連結 

会計年度の退職給付費用を期間按分する方法によっております。 

(ホ)繰延税金資産の回収可能性の判断 

 経営環境に著しい変化がない場合、一時差異の発生状況について前連結会計年度末から著しい変化が 

ない場合は前連結会計年度の将来の予測、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。  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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。 

  

（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 

１．会計処理基準の原則  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14

日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成してお

ります。 

２．会計処理基準に関する事項の変更 

 (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、原価法によっておりましたが、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」（企業会計基準第９号  平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法）により算定しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益は、それぞれ 12,409千円減少しております。 

 また、従来、パイプ事業の材料については、後入先出法による原価法によっておりましたが、

第１四半期連結会計期間より、たな卸資産の受払に連動した合理的な評価方法とするため、総平

均法による原価法により算定しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益は、それぞれ 2,565千円増加しております。 

 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。 

 (ロ)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 この変更による影響額はありません。 

 (ハ)リース資産に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借処理に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に

係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期

間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買処理に係る会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 この変更による影響額はありません。  



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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,306,302 1,276,374

受取手形・完成工事未収入金等 4,352,620 8,596,236

未成工事支出金 7,149,767 4,455,369

材料貯蔵品 373,167 347,371

商品 15,873 58,110

製品 117,060 132,182

預け金 4,282,960 2,163,000

繰延税金資産 323,025 339,724

その他 338,291 68,558

貸倒引当金 △9,121 △19,752

流動資産合計 18,249,946 17,417,174

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 418,834 415,234

機械・運搬具 1,984,119 1,968,324

工具器具・備品 916,870 870,370

土地 1,099,000 1,099,000

リース資産 47,643 －

減価償却累計額 △2,852,829 △2,735,115

有形固定資産計 1,613,638 1,617,814

無形固定資産   

のれん 63,950 83,135

ソフトウエア 44,694 43,265

その他 8,463 8,519

無形固定資産計 117,108 134,920

投資その他の資産   

投資有価証券 71,048 79,932

繰延税金資産 302,074 305,239

その他 228,008 250,793

貸倒引当金 △16,675 △15,925

投資その他の資産計 584,455 620,039

固定資産合計 2,315,202 2,372,774

資産合計 20,565,149 19,789,949



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,239,459 6,923,644

未払法人税等 127,075 429,498

未成工事受入金 4,461,117 1,573,557

賞与引当金 199,000 393,000

役員賞与引当金 － 28,000

完成工事補償引当金 187,500 183,000

工事損失引当金 7,800 30,700

リース債務 18,514 －

その他 416,696 320,598

流動負債合計 10,657,163 9,881,998

固定負債   

退職給付引当金 926,332 868,925

役員退職慰労引当金 56,095 70,332

繰延税金負債 219 250

リース債務 12,884 －

その他 25,309 17,263

固定負債合計 1,020,840 956,771

負債合計 11,678,004 10,838,769

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,085,350 1,085,350

資本剰余金 684,400 684,400

利益剰余金 7,323,377 7,271,124

自己株式 △2,083 △1,769

株主資本合計 9,091,044 9,039,104

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △7,240 △21,976

為替換算調整勘定 △196,658 △65,949

評価・換算差額等合計 △203,899 △87,925

純資産合計 8,887,144 8,951,179

負債純資産合計 20,565,149 19,789,949



（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）

当第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) 

売上高  

完成工事高 15,032,672

兼業事業売上高 1,725,606

売上高合計 16,758,279

売上原価  

完成工事原価 12,939,204

兼業事業売上原価 1,470,489

売上原価合計 14,409,693

売上総利益  

完成工事総利益 2,093,468

兼業事業総利益 255,117

売上総利益合計 2,348,585

販売費及び一般管理費 1,958,978

営業利益 389,607

営業外収益  

受取利息 50,041

持分法による投資利益 7,560

為替差益 2,818

雑収入 9,844

営業外収益合計 70,264

営業外費用  

支払利息 102

手形売却損 5,667

雑支出 2,135

営業外費用合計 7,905

経常利益 451,967

特別利益  

貸倒引当金戻入額 10,533

特別利益合計 10,533

特別損失  

固定資産除却損 17

貸倒引当金繰入額 750

会員権評価損 8,139

特別損失合計 8,906

税金等調整前四半期純利益 453,594

法人税等 171,351

四半期純利益 282,243



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 453,594

減価償却費 133,135

のれん償却額 19,185

固定資産除却損 17

保険返戻金 △225

会員権評価損 8,139

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,746

賞与引当金の増減額（△は減少） △194,000

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 4,500

工事損失引当金の増減額（△は減少） △22,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57,407

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,237

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,000

受取利息及び受取配当金 △50,041

支払利息 102

為替差損益（△は益） △1,682

持分法による投資損益（△は益） △7,560

売上債権の増減額（△は増加） 4,231,314

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,728,868

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,563

仕入債務の増減額（△は減少） △1,668,750

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,913,902

前渡金の増減額（△は増加） △106,617

その他の流動資産の増減額（△は増加） △128,816

その他の流動負債の増減額（△は減少） 93,130

その他の固定負債の増減額（△は減少） 4,000

小計 2,988,546

利息及び配当金の受取額 47,959

利息の支払額 △102

法人税等の支払額 △454,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,581,497

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △77,117

無形固定資産の取得による支出 △14,833

定期預金の預入による支出 △10,954

投資その他の資産の増減額（△は増加） 13,660

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,244

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △313

配当金の支払額 △229,676

リース債務の返済による支出 △16,245

財務活動によるキャッシュ・フロー △246,235

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,170,812

現金及び現金同等物の期首残高 3,080,948

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,251,761



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、事業種類の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

３．会計処理の方法の変更 

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 ２．会計処理基準に関する事項

の変更 （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更に記載のとおり、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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）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当第３四半期連結累計期間のパイプ事業の営業費用は、

12,409千円増加し、営業利益は同額減少しております。 

また、従来、後入先出法を採用していたパイプ事業の材料の評価方法を、第１四半期連結会計期間より総平

均法による原価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て当第３四半期連結累計期間のパイプ事業の営業費用は、

2,565千円減少し、営業利益は同額増加しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
エンジニア
リング事業 
（千円） 

パイプ事業 
（千円） 

兼業事業 
（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  12,198,628  2,834,044  1,725,606  16,758,279  －  16,758,279

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,327  71,158  154,771  230,256 (230,256)  －

計  12,202,955  2,905,202  1,880,377  16,988,535 (230,256)  16,758,279

営業利益  540,022  167,277  155,429  862,730 (473,122)  389,607

事業区分 事業内容 

エンジニアリング事業 
各種産業設備、施設の総合的計画・設計・建設・運転・保守管理及びコンサルティン

グ等を行うエンジニアリング業 

パイプ事業 
パイプ（複合ポリエチレン管）及び付属品の設計・製造・販売並びに同パイプを使用

した工事に関する設計・管理・施工及び技術指導を行うパイプ事業 

兼業事業 各種産業プラントの部品、鉛遮音・遮蔽材の販売 



  

当第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） 

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

その他の地域  米国、マレーシア、台湾 

３．会計処理の方法の変更 

四半期連結財務諸表作に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 ２．会計処理基準に関する事項

の変更 （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更に記載のとおり、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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）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当第３四半期連結累計期間の日本の営業費用は、12,409

千円増加し、営業利益は同額減少しております。 

また、従来、後入先出法を採用していたパイプ事業の材料の評価方法を、第１四半期連結会計期間より総平

均法による原価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て当第３四半期連結累計期間の日本の営業費用は、2,565千

円減少し、営業利益は同額増加しております。 

  

  

当第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） 

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア……マレーシア、台湾、フィリピン、タイ、インドネシア、中国、韓国、インド、シンガポール、

カザフスタン 

(2) その他の地域……オーストラリア、アメリカ、チリ、メキシコ、コンゴ、ザンビア、ペルー、その他 

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

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  日本（千円） 
その他の地域 
（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  15,676,420  1,081,858  16,758,279  －  16,758,279

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 116,734  283,082  399,816 (399,816)  －

計  15,793,154  1,364,941  17,158,096 (399,816)  16,758,279

営業利益  724,012  138,717  862,730 (473,122)  389,607

〔海外売上高〕 

  アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,230,196  706,795  4,936,991

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  16,758,279

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 25.2  4.2  29.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

  

科目 

前年同四半期  
（平成20年３月期第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高           

完成工事高   13,674,474   

兼業事業売上高   2,030,863  15,705,337

Ⅱ 売上原価     

完成工事原価   11,898,268   

兼業事業売上原価   1,810,855  13,709,123

売上総利益     

完成工事総利益   1,776,206   

兼業事業売上総利益   220,007  1,996,214

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,736,973

営業利益    259,240

Ⅳ 営業外収益           

受取利息   52,960   

持分法による投資利益   5,411   

保険満期返戻収益金   20   

雑収入   12,254  70,647

Ⅴ 営業外費用           

支払利息   55   

たな卸資産除却損   6,526   

手形売却損   4,057   

為替差損   7,822   

雑支出   1,773 20,235

経常利益    309,653

Ⅵ 特別利益           

 固定資産売却益   101   

貸倒引当金戻入益   14,247  14,349

Ⅶ 特別損失           

固定資産除却損   230  230

税金等調整前四半期純利益    323,772

税金費用    131,275

四半期純利益    192,496



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

   

  
前年同四半期 

（平成20年３月期
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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   323,772

減価償却費   118,707

のれん償却額   21,740

固定資産売却益   △101

固定資産除却損   230

保険満期返戻収益   △20

貸倒引当金の増減額（△は減少）   △15,822

賞与引当金の増減額（△は減少）   △193,100

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）   △6,790

退職給付引当金の増減額（△は減少）   △145,941

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   6,727

役員賞与引当金の増減額（△は減少）   △28,000

受取利息及び受取配当金   △52,960

支払利息   55

為替差損益（△は益）   6,580

持分法による投資損益（△は益）   △5,411

売上債権の増減額（△は増加）   6,782,824

未成工事支出金の増減額（△は増加）   △3,305,802

たな卸資産の増減額（△は増加）   △186,490

仕入債務の増減額（△は減少）   △2,202,026

未成工事受入金の増減額（△は減少）   166,708

その他の流動資産の増減額（△は増加）   △79,286

その他の流動負債の増減額（△は減少）   132,049

小計  1,337,643

利息及び配当金の受取額   52,956

利息の支払額   △55

法人税等の支払額   △1,028,410

営業活動によるキャッシュ・フロー  362,134

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出   △67,356

有形固定資産の売却による収入   577

無形固定資産の取得による支出   △24,452

会員権の取得による支出   △11,414

定期預金の払戻による収入   84

投資その他の資産の増減額（△は増加）   △4,270

投資活動によるキャッシュ・フロー  △106,832

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出   △560

配当金の支払額   △229,062

財務活動によるキャッシュ・フロー  △229,622

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △19,761

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） 

 5,917

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,963,485

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  4,969,403



  
前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、事業種類の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

  

  
前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

その他の地域  米国、マレーシア、台湾 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
エンジニア
リング事業 
（千円） 

パイプ事業 
（千円） 

兼業事業 
（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  11,725,512  1,948,962  2,030,863  15,705,337  －  15,705,337

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  103,625  132,500  236,125 (236,125)  －

計  11,725,512  2,052,587  2,163,363  15,941,463 (236,125)  15,705,337

営業利益又は営業損失  707,697 (126,035)  131,654  713,316 (454,075)  259,240

事業区分 事業内容 

エンジニアリング事業 
各種産業設備、施設の総合的計画・設計・建設・運転・保守管理及びコンサルティン

グ等を行うエンジニアリング業 

パイプ事業 
パイプ（複合ポリエチレン管）及び付属品の設計・製造・販売並びに同パイプを使用

した工事に関する設計・管理・施工及び技術指導を行うパイプ事業 

兼業事業 各種産業プラントの部品、鉛遮音・遮蔽材の販売 

〔所在地別セグメント情報〕 

  日本（千円） 
その他の地域 
（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  14,901,793  803,544  15,705,337  －  15,705,337

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 120,639  38,944  159,583 (159,583)  －

計  15,022,432  842,489  15,864,921 (159,583)  15,705,337

営業利益  639,689  73,626  713,316 (454,075)  259,240

〔海外売上高〕 
  
前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア……マレーシア、台湾、フィリピン、タイ、インドネシア、中国、韓国、インド、シンガポール 

(2) その他の地域……オーストラリア、その他 

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

  アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,621,081  971,110  3,592,192

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  15,705,337

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 16.7  6.2  22.9



  

(1)受注実績 

 当第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） 

 （注） 上記の金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

(2)売上実績 

 当第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） 

 （注） 上記の金額には消費税及び地方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 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

エンジニアリング事業  16,645,121  △4.0  16,405,400  11.9 

パイプ事業  4,466,071  3.7  3,374,211  4.0 

兼業事業  1,719,475  △15.5  99,233  △46.6 

消去又は全社  △124,510 －  △148,270 － 

合計  22,706,157  △3.3  19,730,575  11.2 

事業の種類別セグメントの名称 売上高（千円） 前年同期比（％） 

エンジニアリング事業  12,202,955  4.1 

パイプ事業  2,905,202  41.5 

兼業事業  1,880,377  △13.1 

消去又は全社  △230,256 － 

合計  16,758,279  6.7 
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