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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 4,769 ( 　2.3) △1,282 （　－　) △1,295 （　－　)

17年9月中間期 4,663 ( △7.8) △1,424 （　－　) △1,389 （　－　)

18年3月期 18,327 △418 △378

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 △1,115 （　－　) △51 98 － －

17年9月中間期 △879 （　－　) △40 97 － －

18年3月期 △228  △10 62 － －

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 △35百万円17年9月中間期 －百万円 18年3月期 11百万円
②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 21,457,839株17年9月中間期 21,461,056株 18年3月期 21,459,832株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年9月中間期 17,117 6,992 40.6 324 22

17年9月中間期 16,763 7,424 44.3 345 99

18年3月期 23,145 8,237 35.6 383 90

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 21,457,256株17年9月中間期 21,459,548株 18年3月期 21,458,039株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 △1,250 △85 △78 4,395

17年9月中間期 △1,782 △276 △204 4,471

18年3月期 84 △728 △279 5,810

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 2社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 17,500 △870 △540

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△25円16銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する
事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社、東レ株式会社（親会社）、子会社２社及び関連会社２社により構成されており、水処理機械、

水処理用機器類の製造、据付ならびに販売等を主とした事業活動を展開しております。また、親会社である東レ株式会

社は合成繊維、プラスチック・ケミカル製品の製造・販売等を主として行っており、当社とは水処理事業部門での業務

提携契約を締結しております。

　なお、当社グループにおける水処理事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

［事業系統図］

　以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社は、水処理総合エンジニアリングのパイオニアとして「生活環境の充実・整備に貢献することを社会的使命」

に掲げ、水処理技術を基軸とした事業展開を行っております。また、顧客満足重視の経営を推進するとともに、より

高品質、かつ安全な技術・製品の開発や省エネ・省資源に積極的に取り組むことにより、産業社会の発展に貢献でき

る企業を目指しております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への利益配分を経営上の重要課題と認識しております。当社は、長期にわたり安定的な経営基

盤の確保に努めることを重視し、配当については安定配当の継続性を第一義としながらも業績を勘案して上乗せし、

株主の皆様への利益還元に努めております。

　また、内部留保につきましては、中長期的な視点から将来の成長・発展に向け、コスト競争力を高めることや新技

術・製品開発、新規事業開発に有効投資し、企業価値の向上に努めております。

　なお、当期の中間配当金及び期末配当金につきましては、当期の業績見通し等を勘案し、誠に遺憾ながら無配とさ

せて頂く予定です。

(3）目標とする経営指標

　当社は、中期３カ年経営計画（平成18～20年度）「Ｉ（Innovation）－70計画」のなかで、中期の目標数値を掲げ

ております。当社は計画の最終年度である平成21年３月期において、売上高（個別）190億円、営業利益（個別）３億

円、売上高営業利益率（個別）1.5％の達成を目指しておりますが、なかでも経営効率化の視点から売上高営業利益率

を重要な経営指標として位置付けております。

(4）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社グループの水処理業界は、官需市場において公共事業削減等を背景に市場環境が激変しており、加えて地方自

治体における財政難や公共工事のコスト縮減策の浸透も相まって、引き続き市場規模が縮小しております。また、市

場規模の縮小に伴う受注競争の激化により、受注・売上の減少や収益の悪化を余儀なくされるなど、当社グループを

取り巻く経営環境は、中長期的にも非常に厳しい状況が予想されております。

　このような経営環境の構造的変化に適応するため、当社グループは本年４月より、当社創立70周年を節目とした中

期３カ年経営計画（平成18～20年度）「Ｉ（Innovation）－70計画」をスタートさせ、下記方針のもとに官需水処理

事業の再構築や価格競争力の強化を図る一方で、今後の成長が見込める民需水処理事業ならびに海外水処理事業ヘ経

営資源を重点的に投入するなど、戦略課題の解決及びグループの経営変革へと努めております。

　しかしながら、官需市場における環境変化は著しく、当初想定以上に激しい企業間競争が続いており、平成19年３

月期においては当期純損失の計上を余儀なくされる見通しです。このような状況より、短期的な業績を維持するため

の緊急対策として、役員報酬をはじめとする固定費の追加削減やコスト削減の徹底を実施してまいります。これら対

策の着実な実行により、早期の業績回復に努めるとともに、急激な環境変化に柔軟に対応するべく経営体制の構築に

早急に取り組んでまいります。

＜中期経営基本方針＞

①　中核事業である官需水処理事業は、営業・技術生産体制の効率化・重点化及び価格競争力の強化により、事業環

境の急激な変化のなかでも収益を上げ得る企業体質に改革する。

②　民需水処理事業ならびに海外水処理事業を、官需水処理事業とならぶ経営の３本柱に育成し、事業量の拡大を図

る。

③　海外水処理事業を拡大するため現地法人を中核とした営業・技術生産体制整備を速やかに行い、事業を軌道に乗

せる。

④　水道機工グループの総合力を生かし、Ｏ＆Ｍ（運転管理及び維持管理）事業をはじめグループの事業量の拡大を

図る。

⑤　東レ株式会社と共同開発を推進し、競争力の高い製品・システムを市場投入する。
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(5）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

（平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合
親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等

東レ株式会社 親会社 51.2％

東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券

取引所、札幌証券取引所、ロンドン証券取引所、ルクセンブルグ

証券取引所

②　親会社等の企業グループにおける当社の位置付けとその他の当社と親会社等との関係

a.　親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的

関係

　当社の親会社は東レ株式会社であり、当社議決権の51.2％（平成18年９月30日現在）を所有しております。当社

とは、平成14年９月の水処理事業に関する資本・業務提携契約の締結以来、平成16年９月には東レグループの国内

水処理システムプラント事業を当社へ移管・統合するなど、同事業分野での協力関係を構築してまいりました。当

社は東レグループにおける唯一の「総合水処理エンジニアリング企業」として、東レグループの中核企業としての

役割を担っております。

　当社は親会社や東レグループ企業との間に水処理事業に関する仕入・販売等の営業取引及び東レグループ内にお

けるＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）利用による資金の預け入れ等がありますが、取引条件の決定

に際しては市場価格等を勘案の上、一般取引条件と同様に決定しております。

　役員については当社取締役５名のうち、親会社及び親会社出身者３名の派遣受入れならびに監査役として親会社

より１名の派遣受入れをしております。また、出向者の受入れについては水処理事業の移管・統合とともに親会社

及び東レグループ企業より16名の受入れをしておりますが、いずれも経営体質の強化や技術・製品情報の交換を目

的としたものであります。

（役員の兼務状況）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年９月30日現在）

役職 氏名
親会社等又はそのグループ企業での

役職
就任理由

非常勤取締役 日覺　昭廣 親会社 東レ㈱専務取締役 経営情報交換のため当社から就任を要請

非常勤監査役 松野　健三 親会社 東レ㈱経営企画室主幹 監査業務強化のため当社から就任を要請

（注）当社の取締役５名、監査役４名のうち、親会社との兼任役員は当該２名であります。

（出向者の受入れ状況）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年９月30日現在）

部署名 人数
出向元の親会社等又はそのグルー

プ企業名
出向受入れ理由

営業本部 ７名
親会社の子会社　東レエンジニア

リング㈱
官需営業部門強化のため当社から依頼

技術生産本部 ３名
親会社の子会社　東レエンジニア

リング㈱
官需技術部門強化のため当社から依頼

環境事業本部 ６名
親会社　東レ㈱及び親会社の子会

社　東レエンジニアリング㈱
民需部門強化のため当社から依頼

（注）平成18年９月30日現在の当社の従業員数は285名であります。
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b.　親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企

業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

　当社が東レグループに属することによる事業活動上の特段の制約はなく、親会社の有する幅広い基礎技術・ブラ

ンド力・海外事業実績のノウハウ等を活用できる面においては、当社の今後の水処理事業展開や新技術・製品開発

面においても大きなメリットを発揮するものと思われます。

C.　親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　当社は、今後においても親会社との協力関係を一層と強化する方針でありますが、当社は東レグループにおける

唯一の「総合水処理エンジニアリング企業」であることからも、東レグループ企業との事業の棲み分けがされてお

ります。また、親会社や東レグループ企業からの役員就任や出向者の受入れはいずれも経営体質の強化や技術・製

品情報の交換を目的としたものであり、当社独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、上場企業としての一定

の独立性を保っております。

③　親会社等との取引に関する事項

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

属性 会社名 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有割合）

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
中間期末
残高

(百万円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社 東レ㈱
東京都

中央区
96,937

合成繊維、

プラスチッ

ク・ケミカ

ル等の製造

販売

（被所有）

直接51.2％

役員

１名

水処理

事業分

野での

業務提

携

製品等の販売 142 売掛金 384

製品等の仕入 105
支払手形 94

買掛金 15

資金の預入

利息の受取

365

10

預け金

未収入金

2,502

1

　（注）１．取引金額には消費税等を含まず、中間期末残高には、消費税等が含まれております。

２．製品等の販売価格その他の取引条件は、一般取引条件と同様に決定しております。

３．預け金は、東レグループ内におけるCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）利用によるもので、当社と

東レ㈱との間で基本契約を締結しております。また、利息の受取に関しては同取引に伴うもので、利息の利

率は市場金利を勘案して決定しております。

(6）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」と内容が重複いたしますので、記載を省略しております。

(7）その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇等の懸念材料を抱えるものの、企業の設備

投資が引き続き高水準で推移し、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費も底堅い伸びを示すなど、景気は全体とし

て着実な回復を持続してまいりました。

　当社グループの水処理業界におきましては、官需市場において地方自治体における財政難や市町村合併進展等の影

響によって、引き続き市場規模が縮小するなか、競争激化に伴い受注時の採算悪化が常態化するなど、極めて厳しい

状況が続きました。他方、民需市場においては好調な企業業績を反映し、設備投資が堅調に推移いたしましたが、価

格競争は熾烈なものとなりました。

　このような状況のなか、当社グループは激変する経営環境に対処するべく本年４月より、中期３カ年経営計画「Ｉ

（Innovation）－70計画」をスタートいたしました。当中期ビジョンのもと、「事業環境の変化に見合った営業・技

術生産体制の再構築」、「民需水処理、海外水処理、Ｏ＆Ｍ（運転管理及び維持管理）分野の主力事業への育成・拡

大」、「東レ株式会社との共同による新製品・システム開発」を強力に推進するなど、徹底した経営体質強化と事業

構造改革に取り組んでまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、官需市場縮小の影響を受け、受注高は78億61百万円（前年

同期比27.5％減）、売上高につきましては47億69百万円（前年同期比2.3％増）となりました。一方、損益面につきま

しては引き続き固定費削減や諸経費見直し等の内部努力に懸命に努めてまいりましたが、受注時の採算悪化に伴う売

上原価率上昇が収益を圧迫した結果、経常損失12億95百万円（前年同期は経常損失13億89百万円）となりました。ま

た、固定資産等の減損損失ならびに早期退職優遇制度適用に伴う特別退職金等３億42百万円を特別損失に計上した結

果、誠に遺憾ながら11億15百万円の中間純損失（前年同期は中間純損失８億79百万円）となりました。

　当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が大きいため、連

結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があ

ります。ちなみに、当中間連結会計期間の売上高は47億69百万円でありましたが、前中間連結会計期間の売上高は46

億63百万円、前連結会計年度における売上高は183億27百万円であります。

　事業部門別の概況は次のとおりであります。

[上下水道部門]

　当部門におきましては、上水道施設向けの膜ろ過設備、高度浄水処理設備や下水道・農業集落排水施設向けの各種

設備・システムの実績拡大に努めてまいりましたが、公共事業費削減の影響を大きく受け、受注高は65億71百万円（前

年同期比30.9％減）、売上高は39億16百万円（前年同期比2.0％減）となりました。

[環境部門]

　当部門におきましては、工場等の用・排水処理設備や再利用システム等の販路拡大に努めてまいりました結果、受

注高は７億48百万円（前年同期比25.9％増）、売上高は５億43百万円（前年同期比75.4％増）となりました。

[機器部門]

　当部門におきましては、浄水場向けの塩素・薬品注入設備や計測機器等の販売活動に努めてまいりました結果、受

注高は５億40百万円（前年同期比26.8％減）、売上高は２億98百万円（前年同期比13.3％減）となりました。

[その他部門]

　当部門におきましては、不動産の賃貸等を主に行ってまいりました結果、売上高は11百万円（前年同期比2.9％減）

となりました。
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純損失16億37百

万円の計上があったこと等により、前連結会計年度末に比べ14億15百万円減少し、当中間連結会計期間末には43億95

百万円（前期比24.4％減）となりました。

　なお、当中間連結会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下記のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した資金は、12億50百万円（前年同期は17億82百万円の支出）となりました。これは主に売上

債権の回収による収入51億88百万円や前受金の増加11億37百万円による収入があったものの、税金等調整前中間純損

失16億37百万円の計上、仕入債務の減少による支出53億２百万円及び未払消費税の減少による支出３億87百万円があっ

たこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、85百万円（前年同期は２億76百万円の支出）となりました。これは主に投資有価

証券の取得による支出１億３百万円があったこと等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は、78百万円（前年同期は２億４百万円の支出）となりました。これは主に長期借入

金の返済による支出75百万円、配当金の支払53百万円があった一方、短期借入金による収入50百万円があったこと等

によるものです。

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

16年９月中間期 17年３月期 17年９月中間期 18年３月期 18年９月中間期

自己資本比率（％） 41.4 37.3 44.3 35.6 40.6

時価ベースの自己資本比率（％） 36.8 29.3 40.1 33.0 40.1

債務償還年数（年） － 2.0 － 15.0 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 13.8 － 1.7 －

（注）自己資本比率　：　自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率　：　株式時価総額／総資産

債務償還年数　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。

４．平成16年９月中間期、平成17年９月中間期及び平成18年９月中間期の債務償還年数及びインタレスト・カバ

レッジ・レシオの指標につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。
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(3）通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、米国経済の先行きが依然不透明なものの、好調な設備投資がけん引役となり、着実

な景気回復が続くものと思われます。他方、当社グループの水処理業界においては、引き続く公共事業費の削減やそ

の余波を受けての企業間競争激化等、依然厳しい状況が予想されます。

　このような状況のもと、当社グループは受注・売上の安定的な確保、徹底したコスト削減ならびに固定費削減を遂

行し、早期の業績回復に努めるとともに、「Ｉ（Innovation）－70計画」で掲げた戦略課題の解決及びグループの経

営改革へと取り組み、「総合水処理エンジニアリング企業」としてグループの更なる発展、業容の拡大に努めてまい

る所存であります。

　平成19年３月期の連結業績の見通しといたしましては、売上高175億円（前期比4.5％減）、経常損失８億70百万円

（前期は経常損失３億78百万円）、当期純損失５億40百万円（前期は当期純損失２億28百万円）となっております。

　また、平成19年３月期の個別業績の見通しといたしましては、売上高158億円（前期比5.7％減）、経常損失８億40

百万円（前期は経常損失４億88百万円）、当期純損失５億円（前期は当期純損失２億62百万円）となっております。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。なお、以下に記載した文章のうち将来に関する事項のものは発表日現

在において当社グループが判断したものであります。

①　事業環境について

　当社グループの主力である水道事業においては、水道の普及率が約97.1％（平成16年度末現在）に達しており成

熟化された市場となっております。現在、水道の未普及地域における新規建設工事のほか、老朽化施設の更新工事

及び改良工事等に伴う一定の需要がありますが、将来的に現在の需要が続く保証はありません。そのため当社グルー

プは新技術・製品等による需要の喚起、民需分野・海外分野等の多角化に注力してまいりますが、それらの施策の

進捗動向によっては、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②　官需比率について

　当社グループが提供する水処理施設及び機械装置等は高い公共性を有することから、主要な販売先は政府及び地

方自治体等の官需比率が約９割を占めております。そのため、政府及び地方自治体等の事業予算動向によっては、

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、将来的に市町村合併等に伴う事業規模の縮小、

あるいは予期せぬ事態が生じた場合には当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③　入札制度について

　当社グループが提供する水処理施設及び機械装置等は前述のように高い公共性を有することから、主要な販売先

は政府及び地方自治体等が大半を占めております。これらの販売については、政府及び地方自治体等の各事業体が

実施する入札に応募し、落札することが基本条件となっております。入札資格としては、従来より一定の工事実績、

経営成績及び財政状態、技術力等が参加要件になっておりますが、近年は価格条件に加え、総合評価型入札制度上

の諸要素も落札決定条件として重要性を増しております。そのため、今後、入札制度に予期せぬ変更が生じた場合、

あるいは競争の更なる激化により入札価格が著しく低下した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

④　価格競争について

　当社グループ水処理事業においての価格競争は公共事業削減等の影響により厳しい状況にありますが、将来的に

競争が激化する可能性があります。当社グループは水処理事業におけるパイオニアとして当事業における優位性を

現在まで確保・維持しており、今後更なるコストダウンに努めてまいりますが、将来的に現在の優位性を確保・維

持できるという保証はありません。このような事態が生じた場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。
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⑤　製品・サービスに関する欠陥及び事故について

　当社グループが提供する水処理施設及び機械装置等の中において、とりわけ上水道施設は人体にとって常に安全

な水質の水を供給する重要な施設であり、顧客からの高い信頼性が求められる施設であります。当社グループは品

質に関しては常に万全を期しておりますが、予期せぬ欠陥や事故が原因で顧客に深刻な損失をもたらした場合、当

社グループは間接的な損害を含め、損失に対する責任を問われる可能性があります。

　また、これらの損害が起こった場合における社会的信頼性の著しい低下は、当社グループの製品やサービスに対

する購買意欲を低下させる可能性があります。このような事態が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　法的規制等について

　当社グループが現在行っている事業活動は、様々な法令の適用及び法的責任に係るリスクがあり、今後予期せぬ

法令や規制等の変更が生じた場合、これらに対処するため多額の費用が発生する可能性があります。

　また、当社グループの行っている事業活動は、大気汚染、水質汚濁、有害物質の使用及び取扱い、廃棄物処理、

製品リサイクル、土壌・地下水汚染を規制する様々な環境法令の適用を受けており、今後このような規制が強化、

あるいは予期せぬ変更が生じた場合、新たな費用が発生する可能性があります。このような事態が生じた場合、当

社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　自然災害について

　当社グループは地震等の自然災害によって、当社グループ事業所、営業拠点及び工場等、あるいは事業現場が壊

滅的な損害を受ける可能性があります。これらに伴い壊滅的な損害を被り、当社グループの事業活動が遅延又は停

止した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、事業所等の修復又は代替のために

多額の費用が発生する可能性があります。このような事態が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

⑧　経営成績の変動について

　当社グループ水処理事業における売上計上は、プラント工事の契約成立時ではなく、顧客への引渡時に売上が計

上されます。また、各プラント工事によって金額規模や利益率に差異があります。このため、金額規模の大きなプ

ラント工事や利益率の高いプラント工事の引渡時期により、当社グループの経営成績に変動が生じる可能性があり

ます。また、自然災害その他の予期せぬ事態による工期の遅延等により、引渡時期が期末を超えて遅延した場合、

当社グループの経営成績が変動する可能性があります。なお、当社グループ水処理事業には季節的な変動要因があ

り、上半期に比較して下半期に売上が集中する傾向があります。そのため、当社グループの経営成績を判断する際

には留意する必要があります。

⑨　海外市場での事業拡大に伴うリスクについて

　当社グループは今後の経営戦略の一つとして海外市場での事業拡大を考えており、なかでも中国市場等への進出

を重要戦略として位置付けております。現在、当社グループの業績に重要な影響を与えることはありませんが、今

後本格的な事業展開を進めるうえで、当初の計画通りに事業展開が進まなかった場合、あるいは諸規制もしくは政

治的なリスクを生じる可能性があります。このような事態が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

⑩　退職給付債務について

　当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待運

用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、

その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び

計上される債務に影響を及ぼします。近年の割引率の低下及び年金資産での損失により当社グループの年金費用は

増加してきておりますが、一層の割引率の低下や運用利回りの悪化は当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,971   1,893   3,673  

２．預け金   2,499   2,502   2,137  

３．受取手形及び売掛金 ※３  4,365   4,043   9,232  

４．たな卸資産   1,484   1,543   1,342  

５．繰延税金資産   579   625   67  

６．その他   293   356   308  

貸倒引当金   △6   △7   △8  

流動資産合計   11,188 66.7  10,957 64.0  16,753 72.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  1,277   1,188   1,248   

(2）機械装置及び運搬具  74   48   67   

(3）土地  981   940   981   

(4）その他  86 2,420  29 2,206  78 2,376  

２．無形固定資産   15   10   15  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 1,722   2,399   2,514   

(2）繰延税金資産  827   970   959   

(3）その他  620   597   550   

貸倒引当金  △31 3,138  △23 3,943  △23 4,001  

固定資産合計   5,574 33.3  6,160 36.0  6,392 27.6

資産合計   16,763 100.0  17,117 100.0  23,145 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金   3,032   3,016   8,318  

２．短期借入金   115   165   115  

３．1年以内返済予定の長

期借入金
  150   150   150  

４．未払法人税等   38   26   66  

５．前受金   803   1,719   －  

６．受注工事損失引当金   46   103   8  

７．その他   793   683   1,937  

流動負債合計   4,978 29.7  5,865 34.3  10,596 45.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   1,075   925   1,000  

２．退職給付引当金   3,168   3,062   3,150  

３．役員退職慰労引当金   85   79   95  

４．リース資産減損勘定   －   191   －  

５．その他   1   1   1  

固定負債合計   4,330 25.8  4,260 24.9  4,247 18.3

負債合計   9,309 55.5  10,125 59.2  14,843 64.1

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   28 0.2  － －  64 0.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,947 11.6  － －  1,947 8.4

Ⅱ　資本剰余金   1,537 9.2  － －  1,537 6.6

Ⅲ　利益剰余金   3,533 21.1  － －  4,185 18.1

Ⅳ　その他有価証券評価差

額金
  411 2.4  － －  572 2.5

Ⅴ　為替換算調整勘定   － －  － －  0 0.0

Ⅵ　自己株式   △5 △0.0  － －  △5 △0.0

資本合計   7,424 44.3  － －  8,237 35.6

負債、少数株主持分及

び資本合計
  16,763 100.0  － －  23,145 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

　１．資本金   － －  1,947 11.3  － －

　２．資本剰余金   － －  1,537 9.0  － －

　３．利益剰余金   － －  3,016 17.6  － －

　４．自己株式   － －  △6 △0.0  － －

　　株主資本合計   － －  6,494 37.9  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価

差額金
  － －  462 2.7  － －

　２．為替換算調整勘定   － －  △0 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  461 2.7  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  35 0.2  － －

純資産合計   － －  6,992 40.8  － －

負債純資産合計   － －  17,117 100.0  － －
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(2）中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高   4,663 100.0  4,769 100.0  18,327 100.0

Ⅱ　売上原価   4,166 89.4  4,284 89.8  15,004 81.9

売上総利益   496 10.6  484 10.2  3,322 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,920 41.1  1,767 37.1  3,740 20.4

営業損失（△）   △1,424 △30.5  △1,282 △26.9  △418 △2.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  9   19   19   

２．受取配当金  13   14   17   

３．持分法による投資利益  －   －   11   

４．貸倒引当金戻入益  26   －   25   

５．その他  16 66 1.4 7 41 0.9 23 98 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  19   18   42   

２．持分法による投資損失  －   35   －   

３．固定資産除却損  10   －   11   

４．その他  1 32 0.7 0 54 1.1 4 58 0.3

経常損失（△）   △1,389 △29.8  △1,295 △27.1  △378 △2.1

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ －   6   －   

２．減損損失 ※３ 14   310   14   

３．特別退職金 ※４ －   25   －   

４．たな卸資産廃棄損  7   －   8   

５．その他  2 24 0.5 － 342 7.2 2 25 0.1

税金等調整前中間（当

期）純損失（△）
  △1,414 △30.3  △1,637 △34.3  △403 △2.2

法人税、住民税及び事

業税
 32   14   89   

法人税等調整額  △551 △519 △11.1 △507 △493 △10.3 △285 △196 △1.1

少数株主利益又は少数

株主損失（△）
  △15 △0.3  △29 △0.6  20 0.1

中間（当期)純損失

（△）
  △879 △18.9  △1,115 △23.4  △228 △1.2
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,537  1,537  1,537

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  1,537  1,537  1,537

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   4,467  4,185  4,467

Ⅱ　利益剰余金減少高        

１．配当金  53  53  53  

２．中間（当期）純損失  879 933 1,115 1,169 228 281

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  3,533  3,016  4,185

        

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高（百万円） 1,947 1,537 4,185 △5 7,664

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △53  △53

中間純損失   △1,115  △1,115

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円)

－ － △1,169 △0 △1,169

平成18年９月30日残高（百万円） 1,947 1,537 3,016 △6 6,494

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高（百万円） 572 0 573 64 8,302

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   －  △53

中間純損失   －  △1,115

自己株式の取得   －  △0

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△110 △1 △111 △29 △140

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円)

△110 △1 △111 △29 △1,310

平成18年９月30日残高（百万円） 462 △0 461 35 6,992

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間（当
期）純損失（△）

 △1,414 △1,637 △403

減価償却費  57 52 110

その他償却費  2 2 11

減損損失  14 310 14

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △26 △1 △32

受注工事損失引当金の
増減額（減少：△）

 46 95 8

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 8 △87 △10

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 △56 △16 △37

受取利息及び受取配当
金

 △23 △34 △37

支払利息  19 18 42

持分法による投資損益
（益：△）

 － 35 △11

保険解約返戻金  △3 △0 △3

有形固定資産除却損  － 6 －

売上債権の増減額（増
加：△）

 4,295 5,188 △570

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △529 △201 △387

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △4,343 △5,302 942

前受金の増減額（減
少：△）

 381 1,137 160

未払消費税の増減額
（減少：△）

 － △387 387

その他流動資産の増減
額（増加：△）

 199 △112 183

その他流動負債の増減
額（減少：△）

 △150 △297 3

その他  13 － 13

小計  △1,509 △1,231 384

利息及び配当金の受取
額

 23 43 38

利息の支払額  △25 △21 △48

法人税等の支払額  △270 △41 △290

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,782 △1,250 84
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

 △36 △0 △38

有形固定資産の売却に
よる収入

 23 － 18

無形固定資産の取得に
よる支出

 △0 △1 △1

無形固定資産の売却に
よる収入

 － － 0

投資有価証券の取得に
よる支出

 △260 △103 △764

貸付けによる支出  △36 － △36

貸付金の回収による収
入

 4 7 18

保険積立金の取得によ
る支出

 △0 － △1

保険積立金の解約によ
る収入

 23 6 23

雑投資の回収による収
入

 － 0 16

雑投資による支出  △6 － －

敷金の差入による支出  － △2 －

敷金の返還による収入  － 4 38

その他  12 2 △1

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △276 △85 △728

Ⅲ　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
（減少：△）

 △50 50 △50

長期借入金の返済によ
る支出

 △100 △75 △175

自己株式の取得による
支出

 △0 △0 △1

配当金の支払額  △53 △53 △53

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △204 △78 △279

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

 △2,263 △1,415 △923

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 6,734 5,810 6,734

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高

※ 4,471 4,395 5,810
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

㈱水機テクノス

㈱水機メンテナンスサービス

㈱ミネラリア研究所

　㈱ミネラリア研究所は、平成17

年10月21日付で解散決議を行い、

現在、清算手続中であります。

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

㈱水機テクノス

㈱水機メンテナンスサービス

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

㈱水機テクノス

㈱水機メンテナンスサービス

　上記の２社のほか、㈱ミネラリ

ア研究所は平成18年２月23日付で

清算したため、損益のみ含めてお

ります。

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数　２社

会社名

㈱水世

五洲富士化水工程有限公司

　五洲富士化水工程有限公司

は、平成17年８月２日付で出資、

また、㈱水世については平成17年

８月11日付の新規設立に伴い、当

中間連結会計期間より持分法適用

の関連会社となりました。なお、

上記２社は平成17年９月30日をみ

なし取得日としております。

持分法適用の関連会社数　２社

会社名

㈱水世

五洲富士化水工程有限公司

持分法適用の関連会社数　２社

会社名

㈱水世

五洲富士化水工程有限公司

　五洲富士化水工程有限公司は、

平成17年８月２日付で出資、また、

㈱水世については平成17年８月11

日付の新規設立に伴い、当連結会

計年度より持分法適用の関連会社

となりました。なお、上記２社は

平成17年９月30日をみなし取得日

としております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社の中間期の末日と中間

連結決算日は一致しております。

同左 　連結子会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価

法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

仕掛品…個別法に基づく原価

法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

商品・製品…移動平均法に基

づく原価法

同左 同左

原材料…移動平均法に基づく

原価法

同左 同左

販売用不動産…個別法に基づ

く原価法

同左 同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しておりま

す。

　ただし、取引先に貸与してい

る一部の機械装置及び平成10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く。）について

は、定額法を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　建物及び構築物

15～50年

　機械装置及び運搬具

４～15年

②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアは、

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用して

おります。その他の無形固定資

産は定額法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　受注工事損失引当金

　受注工事の損失発生に備える

ため、当中間連結会計期間末の

手持受注工事のうち、損失発生

の可能性が高く、かつ、その金

額を合理的に見積ることが可能

な工事について、損失見込額を

計上しております。

②　受注工事損失引当金

同左

②　受注工事損失引当金

 受注工事の損失発生に備える

ため、当連結会計年度末の手持

受注工事のうち、損失発生の可

能性が高く、かつ、その金額を

合理的に見積ることが可能な工

事について、損失見込額を計上

しております。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

　また、過去勤務債務は定額法

（10年）により費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異は定額法

（10年）により、それぞれ発生

の翌連結会計年度より費用処理

しております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　また、過去勤務債務は定額法

（10年）により費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異は定額法

（10年）により、それぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理

しております。
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

④　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支

給に備えるため、当中間連結会

計期間末に退任するものと仮定

した場合の支払予定額を計上し

ております。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支

給に備えるため、当連結会計年

度末に退任するものと仮定した

場合の支払予定額を計上してお

ります。

(4）重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

――――――

(4）重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、為替差額は損益とし

て処理しております。

(4）重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、為替差額は損益として処

理しております。

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

　ただし、金利スワップの特例

処理の要件を満たしているもの

については、特例処理を採用し

ております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　金利スワップ取

引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　ヘッジ対象　借入金

③　ヘッジ方針

　取締役会の決議に基づき、借

入金利の上昇によるリスクの回

避を目的として金利スワップ取

引を利用しております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、その判定

をもって有効性の判定としてい

ます。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

－ 19 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日）を適用してお

ります。これにより税金等調整前中間純損失は

14百万円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。

―――――― (固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前当期純損失は14百

万円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直

接控除しております。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

6,956百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

――――――

表示方法の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「破産債権、再生

債権、更生債権その他これらに準ずる債権」（当中間連結会計期間末

１百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示することにしました。

――――――

―――――― （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「貸倒引当金戻入

益」（当中間連結会計期間０百万円）は、営業外収益の総額の100分の

10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示すること

にしました。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,541百万円

　減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,652百万円

　減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       1,591百万円

　減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

※２　担保資産

　このうち担保として提供しているもの

は、次のとおりであります。

※２　担保資産

　このうち担保として提供しているもの

は、次のとおりであります。

※２　担保資産

　このうち担保として提供しているもの

は、次のとおりであります。

(1）対応する債務のないもの

　投資有価証券

(1）対応する債務のないもの

　投資有価証券

(1）対応する債務のないもの

　投資有価証券

①　宅地建物取引業の営業保証金

10百万円

①　宅地建物取引業の営業保証金

10百万円

①　宅地建物取引業の営業保証金

9百万円

※３　　　　　　―――――― ※３　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

※３　　　　　　――――――

受取手形 78百万円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

給料手当 728百万円

退職給付費用 69百万円

役員退職慰労引当金

繰入額

9百万円

研究開発費    161百万円

給料手当 784百万円

退職給付費用   72百万円

役員退職慰労引当金

繰入額

9百万円

研究開発費     150百万円

給料手当 1,500百万円

退職給付費用 140百万円

役員退職慰労引当金

繰入額

18百万円

研究開発費 324百万円

※２　　　　　―――――― ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２　　　　　――――――

建物及び構築物 2百万円

その他   3百万円

合計   6百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※３　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

(1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

本社

（東京都世田

谷区）他

上下水道部

門の運転委

託・維持管

理用設備及

び薬品製造

装置

機械装置及

び運搬具、

有形固定資

産その他、

無形固定資

産

本社

（東京都世田

谷区）

環境部門の

事業用設備

有形固定資

産その他

※３　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

(1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

本社

（東京都世田

谷区）他

上下水道部

門の事業用

設備・機器

等

有形固定資

産その他、

リース資産

他

厚木工場

（神奈川県愛

甲郡）

機器部門の

事業用設備、

建物及び土

地等

建物及び構

築物、土地、

有形固定資

産その他、

リース資産

他

※３　減損損失

　当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

(1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

本社

（東京都世田

谷区）他

上下水道部

門の運転委

託・維持管

理用設備及

び薬品製造

装置

機械装置及

び運搬具、

有形固定資

産その他、

無形固定資

産

本社

（東京都世田

谷区）

環境部門の

事業用設備

有形固定資

産その他

(2）減損損失の認識に至った経緯

　上記の各資産グループについては、営業

活動から生じる損益が継続的にマイナスと

なっており、かつ将来キャッシュ・フロー

の見積り総額が各資産グループの帳簿価額

を下回るため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を特別損失に計上し

ております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

同左

(2）減損損失の認識に至った経緯

同左

(3）減損損失の金額

種類 金額(百万円)

機械装置及び運搬具 10

有形固定資産その他 3

無形固定資産 0

合計 14

(3）減損損失の金額

種類 金額(百万円)

建物及び構築物 29

機械装置及び運搬具 6

土地 41

有形固定資産その他 34

無形固定資産 5

リース資産 191

合計 310

(3）減損損失の金額

種類 金額(百万円)

機械装置及び運搬具 10

有形固定資産その他 3

無形固定資産 0

合計 14

(4）資産のグルーピングの方法

　資産のグルーピングは、管理会計上の部

門に基づいて区分しております。

(4）資産のグルーピングの方法

同左

(4）資産のグルーピングの方法

同左

(5）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は、使用価値により測定し

ており、将来キャッシュ・フローを５％で

割り引いて算定しております。

(5）回収可能価額の算定方法

同左

(5）回収可能価額の算定方法

同左

※４　　　　　―――――― ※４　特別退職金

　早期退職優遇制度適用に伴う特別加算金

等であります。

※４　　　　　――――――

※　当社グループの売上高及び営業費用は、

通常の営業の形態として、上半期に比べ下

半期に完成する工事の割合が大きいため、

連結会計年度の上半期の売上高及び営業費

用と下半期の売上高及び営業費用との間に

著しい相違があり、上半期と下半期の業績

に季節的変動があります。

※　　　　　　　　同左 　　　　　　　――――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株

式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 21,479,844 － － 21,479,844

合計 21,479,844 － － 21,479,844

 自己株式     

 　　普通株式（注） 21,805 783 － 22,588

合計 21,805 783 － 22,588

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加783株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 53 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定  1,971百万円

預け金勘定     2,499百万円

現金及び現金同等物   4,471百万円

現金及び預金勘定 1,893百万円

預け金勘定     2,502百万円

現金及び現金同等物   4,395百万円

現金及び預金勘定  3,673百万円

預け金勘定 2,137百万円

現金及び現金同等物 5,810百万円

　預け金勘定は、東レグループ内におけるＣ

ＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システ

ム）利用によるものです。
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

39 20 19

有形固定資産
その他

263 80 183

合計 303 100 202

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

減損損

失累計

額相当

額

(百万円)

中間期

末残高

相当額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

32 19 10 2

有形固定資産
その他

283 120 125 37

合計 315 139 136 39

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

33 18 14

有形固定資産
その他

273 101 172

合計 307 120 186

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 60百万円

１年超    142百万円

合計 202百万円

１年内 60百万円

１年超  115百万円

合計 176百万円

リース資産減損勘定の

残高
136百万円

１年内 60百万円

１年超 126百万円

合計 186百万円

（注）なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左 （注）なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定し

ております。

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

支払リース料   30百万円

減価償却費相当額 30百万円

支払リース料   32百万円

減価償却費相当額 32百万円

減損損失 136百万円

支払リース料 61百万円

減価償却費相当額 61百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

 　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

 　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 472 1,105 633

(2）債券    

①　国債・地方債等 9 10 0

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 482 1,115 633

３．時価評価されていない有価証券の主な内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 147

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 472 1,261 788

(2）債券    

①　国債・地方債等 9 10 0

②　社債 － － －

③　その他 600 547 △52

(3）その他 － － －

合計 1,082 1,818 736
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３．時価評価されていない有価証券の主な内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 154

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 472 1,433 961

(2）債券    

①　国債・地方債等 9 9 △0

②　社債 － － －

③　その他 500 447 △52

(3）その他 － － －

合計 982 1,890 908

３．時価評価されていない有価証券の主な内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 151

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年４月

１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　ヘッジ会計が適用されているものを除き、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　水処理事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

（事業の種類別セグメント区分の変更）

　当社グループは、従来、「水処理事業」及び「不動産事業」の２つのセグメントにて区分表示をしておりましたが、

不動産事業の規模縮小を行ったことに伴い、不動産事業の売上高（当中間連結会計期間12百万円）及び営業利益（当中

間連結会計期間５百万円）の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれ

も10％以下となっており、今後においても同数値の割合が10％を上回ることがないと見込まれることから、当中間連結

会計期間より、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。なお、今回の変更に伴う売上高、営業費用、

営業損益に対する影響はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　水処理事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　水処理事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

（事業の種類別セグメント区分の変更）

　当社グループは、従来、「水処理事業」及び「不動産事業」の２つのセグメントにて区分表示をしておりましたが、

不動産事業の規模縮小を行ったことに伴い、不動産事業の売上高（当連結会計年度29百万円）及び営業利益（当連結会

計年度16百万円）の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも10％以

下となっており、今後においても同数値の割合が10％を上回ることがないと見込まれることから、当連結会計年度より、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。なお、今回の変更に伴う売上高、営業費用、営業損益に対す

る影響はありません。

２．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）にお

いて、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

３．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　海外売上高が連結売上高の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。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高が連結売上高の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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 345円99銭

１株当たり中間純損失 40円97銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

１株当たり純資産額 324円22銭

１株当たり中間純損失 51円98銭

同左

１株当たり純資産額 383円90銭

１株当たり当期純損失 10円62銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

（注）１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純損失（△）（百万円） △879 △1,115 △228

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△）（百万円）
△879 △1,115 △228

期中平均株式数（千株） 21,461 21,457 21,459

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．連結受注高及び売上高

(1）連結部門別受注高

 （単位：百万円・％）

部門別

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
受注残高

（平成18年９月30日現在）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

上下水道部門 9,507 87.7 6,571 83.6 9,543 89.4

環境部門 594 5.5 748 9.5 684 6.4

機器部門 738 6.8 540 6.9 443 4.2

合計 10,840 100.0 7,861 100.0 10,671 100.0

(2）連結部門別売上高

 （単位：百万円・％）

部門別

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

上下水道部門 3,997 85.7 3,916 82.1 15,871 86.6

環境部門 309 6.6 543 11.4 902 4.9

機器部門 343 7.4 298 6.2 1,523 8.3

その他部門 12 0.3 11 0.3 29 0.2

合計 4,663 100.0 4,769 100.0 18,327 100.0
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