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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成22年８月９日に提出した第55期第１四半期（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）四半期報告書の記載

事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。

　

　

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

（１）業績の状況

②　セグメント別の状況

第５　経理の状況

　１　四半期連結財務諸表

　注記事項

（セグメント情報等）

　セグメント情報

２．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報　

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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　第一部【企業情報】

第２【事業の状況】　

　４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　（１）業績の状況

　　　②　セグメント別の状況　

　

　（訂正前）　

（百万円）　

 

売上高

（外部顧客への売上高）
セグメント利益

当第１四半期 当第１四半期

埋設事業 　2,668 　883

地上事業 　931 　165

商品販売事業 　828 　82

計 　4,428 　1,131

その他 　106 　37

合計 4,535 1,169

（注）当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20

年３月21日）を適用しております。

　

〔埋設事業〕

　埋設事業におきましては、お客様に喜ばれる施工性の良い製品を市場に投入するとともに、競合の激しい分野に

つきましては、コストダウンを実現し適正な価格で提供できるよう営業活動を推進してまいりました。水道メー

タにつきましては、前年同期間を上回る売上高を確保しましたが、公共事業の減少、価格面での競争の激化から埋

設事業全体の売上高は2,668百万円、セグメント利益は883百万円となりました。

　なお、水道メータにつきましては、昨年６月に指定製造事業者（水道メーター第一類）の指定を受け、量産体制

を構築するとともに、更なる事業拡大を目指しております。平成23年度からは水道メーターの新JIS規格が制定さ

れるため、対応には万全を期す所存であります。

　

〔地上事業〕

　地上事業におきましては、施工性に加え作業効率の良い製品を市場に投入し営業活動を推進してまいりました。

暖房管等につきましては、前年同期間を上回る売上高を確保しましたが、給水給湯システム（ＱＵＭＥＸ）の需

要が低調で地上事業全体の売上高は931百万円、セグメント利益は165百万円となりました。

　地上事業の主要製品である暖房管につきましては、保温性に優れた高効率な製品の開発に成功したことから、ガ

ス会社向けのさらなる市場開拓をしてまいります。

　

〔商品販売事業〕

　商品販売事業は、製品に関連する仕入商品の販売であり、当第１四半期連結会計期間における売上高は828百万

円、セグメント利益は82百万円となりました。
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　（訂正後）　

（百万円）　

 

売上高

（外部顧客への売上高）
セグメント利益

当第１四半期 当第１四半期

埋設事業 　2,668 　799

地上事業 　931 　248

商品販売事業 　828 　82

計 　4,428 　1,131

その他 　106 　37

合計 4,535 1,169

（注）当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20

年３月21日）を適用しております。

　

〔埋設事業〕

　埋設事業におきましては、お客様に喜ばれる施工性の良い製品を市場に投入するとともに、競合の激しい分野に

つきましては、コストダウンを実現し適正な価格で提供できるよう営業活動を推進してまいりました。水道メー

タにつきましては、前年同期間を上回る売上高を確保しましたが、公共事業の減少、価格面での競争の激化から埋

設事業全体の売上高は2,668百万円、セグメント利益は799百万円となりました。

　なお、水道メータにつきましては、昨年６月に指定製造事業者（水道メーター第一類）の指定を受け、量産体制

を構築するとともに、更なる事業拡大を目指しております。平成23年度からは水道メーターの新JIS規格が制定さ

れるため、対応には万全を期す所存であります。

　

〔地上事業〕

　地上事業におきましては、施工性に加え作業効率の良い製品を市場に投入し営業活動を推進してまいりました。

暖房管等につきましては、前年同期間を上回る売上高を確保しましたが、給水給湯システム（ＱＵＭＥＸ）の需

要が低調で地上事業全体の売上高は931百万円、セグメント利益は248百万円となりました。

　地上事業の主要製品である暖房管につきましては、保温性に優れた高効率な製品の開発に成功したことから、ガ

ス会社向けのさらなる市場開拓をしてまいります。

　

〔商品販売事業〕

　商品販売事業は、製品に関連する仕入商品の販売であり、当第１四半期連結会計期間における売上高は828百万

円、セグメント利益は82百万円となりました。
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　第５【経理の状況】

　１【四半期連結財務諸表】

　注記事項

　（セグメント情報等）

　　【セグメント情報】　

　　　２．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

　

　（訂正前）

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

（単位：百万円）　

　

報告セグメント
その他

（注１）　
合計

調整額

（注２）

四半期

連結損益

計算書

計上額

（注３）
埋設 地上 商品販売　 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 2,668 931 828 4,428 106 4,535 － 4,535

セグメント間の内部売上高

または振替高
0 91 6 98 208 306 △306 －

計 2,6691,023 834 4,527 314 4,841△306 4,535

セグメント利益 883 165 82 1,131 37 1,169△955 213

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△955百万円は、主に各報告セグメントに配分されていない全社費用を含んでおりま

す。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

（訂正後）

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

（単位：百万円）　

　

報告セグメント
その他

（注１）　
合計

調整額

（注２）

四半期

連結損益

計算書

計上額

（注３）
埋設 地上 商品販売　 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 2,668 931 828 4,428 106 4,535 － 4,535

セグメント間の内部売上高

または振替高
0 91 6 98 208 306 △306 －

計 2,6691,023 834 4,527 314 4,841△306 4,535

セグメント利益 799 248 82 1,131 37 1,169△955 213

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△955百万円は、主に各報告セグメントに配分されていない全社費用を含んでおりま

す。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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