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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 4,039 △15.3 △956 － △969 － △1,374 －

18年９月中間期 4,769 2.3 △1,282 － △1,295 － △1,138 －

19年３月期 17,407 － △890 － △913 － △2,093 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △64 05 － －

18年９月中間期 △53 06 － －

19年３月期 △97 58 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △48百万円 18年９月中間期 △35百万円 19年３月期 △54百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 12,372 4,479 35.7 205 79

18年９月中間期 17,133 6,969 40.5 323 15

19年３月期 19,900 5,848 28.9 268 36

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,415百万円 18年９月中間期 6,933百万円 19年３月期 5,758百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年９月中間期 △108 30 △250 4,163

18年９月中間期 △1,250 △85 △78 4,395

19年３月期 △1,934 618 △3 4,491

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭
19年３月期 － － － － 0 00
20年３月期（実績） － － ―
20年３月期（予想） ― － － 0 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 18,100 4.0 60 － 60 － 20 － 0 93
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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）中間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（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 21,479,844株 18年９月中間期 21,479,844株 19年３月期 21,479,844株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 24,370株 18年９月中間期 22,588株 19年３月期 22,777株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 3,167 △22.6 △810 － △755 － △1,250 －

18年９月中間期 4,092 △2.7 △1,128 － △1,095 － △1,019 －

19年３月期 15,110 － △1,079 － △1,032 － △2,123 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △58 27

18年９月中間期 △47 52

19年３月期 △98 98

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 11,654 4,342 37.3 202 40

18年９月中間期 16,467 6,894 41.9 321 29

19年３月期 18,431 5,565 30.2 259 38

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,342百万円 18年９月中間期 6,894百万円 19年３月期 5,565百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 16,040 6.2 10 － 50 － 20 － 0 93

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰や米国のサブプライム問題に端

を発した世界的な金融市場の混乱など、一部に懸念要素を抱えるものの、企業収益の拡大を背景とした設備投資の増

加や雇用・所得環境の改善に支えられ、全体としては緩やかな景気回復が続きました。

　当社グループの水処理業界におきましては、官需分野において公共事業費の予算削減やコスト縮減が続くなど、引

き続き厳しい状況のもと推移いたしました。一方、民需分野においては、企業部門の旺盛な需要を背景として、設備

投資が堅調に推移いたしましたが、受注競争は熾烈なものとなりました。

　このような状況のもと、当社グループは平成19年４月より、グループ中核事業である官需水処理事業の復活を期し、

「Ｉ（Innovation）－70Ⅱ」を新たにスタートいたしました。同基本方針のもとに、官需水処理事業の営業・技術生

産体制の再構築、組織・要員の効率化による徹底した固定費削減を行うなど、経営体質の強化に努める一方、官需水

処理事業に次ぐ収益の柱を早急に育成すべく民需・海外・Ｏ＆Ｍ（運転管理及び維持管理）事業の新規市場開拓に注

力してまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、受注高は102億99百万円（前年同期比31.0％増）、売上高に

ついては当中間期における完成工事の減少に伴い40億39百万円（前年同期比15.3％減）となりました。一方、損益面

につきましては、固定費削減等の諸施策を講じ、前年同期比では改善いたしましたが、売上高ならびに収益減少が響

き営業損失９億56百万円（前年同期は営業損失12億82百万円）、経常損失９億69百万円（前年同期は経常損失12億95

百万円）となりました。

　また、早期退職優遇制度の実施に伴う特別退職金等の特別損失４億97百万円を計上したことにより、中間純損失に

ついては誠に遺憾ながら13億74百万円（前年同期は中間純損失11億38百万円）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40億39百万円でありましたが、前中間連結会計期間の売上高は47

億69百万円、前連結会計年度における売上高は174億７百万円であります。

　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]

　上下水道部門におきましては、安全でおいしい水を供給するべく、上水道施設向けの膜ろ過設備や高度浄水処理設

備の実績拡大に努めるとともに、資源循環型社会や環境負荷低減の要請に対して、汚水処理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結果、受注高は93億75百万円（前年同期比42.7％増）、売上高については当

中間期における完成工事が減少したことに伴い33億54百万円（前年同期比14.3％減）となりました。

[環境部門]

　環境部門におきましては、産業分野における水コスト削減や環境負荷低減等の多様化するニーズに対し、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５億61百万円（前年同期比

25.0％減）、売上高は３億91百万円（前年同期比27.8％減）となりました。

[機器部門]

　機器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が、公

共事業費の予算削減が響き、受注高は３億62百万円（前年同期比33.0％減）、売上高は２億78百万円（前年同期比

6.5％減）となりました。

[その他部門]

　その他部門におきましては、不動産の賃貸等を行ってまいりました結果、売上高は13百万円（前年同期比15.9％増）

となりました。
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(2）次期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、米国経済の減速や原油価格の高止まりによる経済への影響が懸念されるものの、

民需主導の緩やかな景気回復が続くものと思われます。しかしながら、当社グループを取り巻く事業環境については、

官需分野における需要の減退や受注価格の下落など市場環境の変化が著しく、厳しい環境が続くものと予想されま

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てまいります。

　平成20年３月期の連結業績の見通しといたしましては、売上高181億円（前期比4.0％増）、営業利益60百万円（前

期は営業損失８億90百万円）、経常利益60百万円（前期は経常損失９億13百万円）、当期純利益20百万円（前期は当

期純損失20億93百万円）を見込んでおります。

(3）財政状態に関する分析

　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14億57百

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３億28百万円減少し、当中間連結会計期間末には41億63

百万円（前期比7.3％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、１億８百万円（前年同期は12億50百万円の支出）となりました。これは主に売上

債権の回収による収入75億77百万円があったものの、税金等調整前中間純損失14億57百万円の計上、仕入債務の減少

による支出55億57百万円及び退職給付引当金の減少による支出６億98百万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）

　投資活動の結果増加した資金は、30百万円（前年同期は85百万円の支出）となりました。これは主に投資有価証券

の売却による収入53百万円、貸付金の回収による収入33百万円及び関連会社の清算による収入28百万円があった一方、

投資有価証券の取得による支出77百万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、２億50百万円（前年同期は78百万円の支出）となりました。これは主に短期借入

金の返済による支出２億円及び長期借入金の返済による支出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。

17年９月中間期 18年３月期 18年９月中間期 19年３月期 19年９月中間期

自己資本比率（％） 44.3 35.6 40.5 28.9 35.7

時価ベースの自己資本比率（％） 40.1 33.0 40.1 29.7 46.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（倍）  
－ 15.0 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
－ 1.7 － － －
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　（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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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、自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しています。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４．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。

５．平成17年９月中間期、平成18年９月中間期、平成19年３月期、平成19年９月中間期の各キャッシュ・フロー

対有利子負債比率及びインタレスト・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。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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、内部留保資金につきましては、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まいります。

　なお、当期の期末配当につきましては、引き続き厳しい経営環境下が予想されることから、誠に遺憾ながら無配を

予定しております。

　今後は前述の「Ｉ－70Ⅱ」のもと、一段の収益力強化を図るとともに安定的に収益計上出来る体制を整え、早期の

復配に努めてまいります。

(5）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％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。
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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。

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、なかでも中国市場や中東市場

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。今後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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２．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、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業

利益及び全セグメントの資産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。

 得      意      先 

当      社 

 
水 処 理 事 業 

(連結子会社) 
㈱水機テクノス 

(連結子会社) 
㈱水機ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 

(親会社) 
東  レ  ㈱ 

原材料の供給 メンテナンス業務

の委託 

(関連会社) 
五洲富士化水工程有限公司 

運転・維持管理業務

の委託 

技術・製品の供給 

＜海外関係会社＞ 

(関連会社) 
Su ido Kiko Middle East  Co.,Ltd. 

製
品
の
維
持
管
理 

製
品 

製
品
・
サ
ー
ビ
ス 

 （注）前連結会計年度において持分法適用の関連会社でありました㈱水世は、清算のため持分法適用の範囲から除外

しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　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）目標とする経営指標

　当社は、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。

(3）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。

　このような厳しい状況下、当社グループの中核を成す官需水処理事業の復活は、グループの至上課題との認識に立

ち、平成19年４月より「Ｉ－70Ⅱ」をスタートいたしました。同基本方針のもと、以下の課題に積極的に取り組んで

まいります。

① エンジニアリング力の強化

　付加価値の高い製品の改良・改善を進めることにより、差別化製品の競争力を強化します。また、設計、調達、工

事領域での徹底したコストダウンを進め、収益性の高い事業構造への転換を図ります。

② 安定した企業体質への変革

　部門統合や必要機能の見直しにより、要員のスリム化や業務の効率化を図ります。これらに伴い、徹底した固定費

削減を進め、安定した収益が見込める経営基盤にいたします。

③ 育成事業の拡大

　当社グループにおいては、主力の官需水処理事業に継ぐ第２、第３の収益の柱を育成することが急務となっており

ます。なかでも、将来の市場成長が見込める民需水処理、海外水処理、Ｏ＆Ｍ各分野を育成事業として位置づけ拡大

を図ります。以上の各分野を早期に育成し、当社グループの新たな成長軌道を確立します。

(4）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成19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   1,893   1,295   2,494  

２．預け金   2,502   2,867   1,996  

３．受取手形及び売掛金 ※３  4,043   1,676   9,254  

４．たな卸資産   1,543   1,429   1,083  

５．繰延税金資産   641   100   35  

６．その他   356   150   234  

貸倒引当金   △7   △2   △7  

流動資産合計   10,973 64.0  7,517 60.8  15,092 75.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  1,188   1,137   1,162   

(2）機械装置及び運搬具  48   23   32   

(3）土地  940   920   920   

(4）その他  29 2,206  22 2,103  26 2,142  

２．無形固定資産   10   10   10  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 2,399   2,194   2,096   

(2）繰延税金資産  970   7   －   

(3）その他  597   563   582   

貸倒引当金  △23 3,943  △23 2,741  △23 2,655  

固定資産合計   6,160 36.0  4,855 39.2  4,807 24.2

資産合計   17,133 100.0  12,372 100.0  19,900 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成19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   3,016   2,213   7,771  

２．短期借入金   165   115   315  

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   26   22   127  

５．前受金   1,719   1,209   －  

６．受注工事損失引当金   103   115   69  

７．その他   722   563   1,360  

流動負債合計   5,904 34.4  4,390 35.5  9,794 49.2

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   925   800   850  

２．繰延税金負債   －   175   149  

３．退職給付引当金   3,062   2,312   3,011  

４．役員退職慰労引当金   79   80   88  

５．リース資産減損勘定   191   133   156  

６．その他   1   1   1  

固定負債合計   4,260 24.9  3,503 28.3  4,257 21.4

負債合計   10,164 59.3  7,893 63.8  14,051 70.6

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

　１．資本金   1,947 11.3  1,947 15.7  1,947 9.8

　２．資本剰余金   1,537 9.0  1,537 12.4  1,537 7.7

　３．利益剰余金   2,993 17.5  663 5.4  2,037 10.2

　４．自己株式   △6 △0.0  △6 △0.0  △6 △0.0

　　株主資本合計   6,471 37.8  4,141 33.5  5,516 27.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価

差額金
  462 2.7  265 2.1  237 1.2

　２．為替換算調整勘定   △0 △0.0  7 0.1  3 0.0

評価・換算差額等合計   461 2.7  273 2.2  241 1.2

Ⅲ　少数株主持分   35 0.2  63 0.5  90 0.5

純資産合計   6,969 40.7  4,479 36.2  5,848 29.4

負債純資産合計   17,133 100.0  12,372 100.0  19,900 100.0
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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18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19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18年４月１日

至　平成19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   4,769 100.0  4,039 100.0  17,407 100.0

Ⅱ　売上原価   4,284 89.8  3,585 88.8  14,959 85.9

売上総利益   484 10.2  453 11.2  2,448 14.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,767 37.1  1,410 34.9  3,339 19.2

営業損失（△）   △1,282 △26.9  △956 △23.7  △890 △5.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  19   35   39   

２．受取配当金  14   11   19   

３．保険解約返戻金  －   －   7   

４．その他  7 41 0.9 5 52 1.3 10 77 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  18   14   41   

２．持分法による投資損失  35   48   54   

３．その他  0 54 1.1 2 65 1.6 4 100 0.5

経常損失（△）   △1,295 △27.1  △969 △24.0  △913 △5.2

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ －   －   343   

２．投資有価証券売却益  － － － 9 9 0.2 351 695 4.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 6   1   6   

２．減損損失 ※４ 310   11   311   

３．特別退職金 ※５ 64   440   64   

４．大量退職に伴う退職給

付制度の一部終了損失
※６ －   38   －   

５．その他  － 380 8.0 6 497 12.3 － 382 2.2

税金等調整前中間（当

期）純損失（△）
  △1,676 △35.1  △1,457 △36.1  △600 △3.4

法人税、住民税及び事

業税
 14   9   146   

法人税等調整額  △523 △508 △10.6 △65 △56 △1.4 1,320 1,466 8.4

少数株主利益又は少数株

主損失（△）
  △29 △0.6  △26 △0.7  26 0.2

中間（当期）純損失

（△）
  △1,138 △23.9  △1,374 △34.0  △2,093 △12.0
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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   △1,138  △1,138

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)

－ － △1,192 △0 △1,192

平成18年９月30日残高（百万円） 1,947 1,537 2,993 △6 6,471

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   －  △1,138

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 △1,333

平成18年９月30日残高（百万円） 462 △0 461 35 6,969

 （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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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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19年３月31日残高（百万円） 1,947 1,537 2,037 △6 5,516

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失   △1,374  △1,374

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)

－ － △1,374 △0 △1,374

平成19年９月30日残高（百万円） 1,947 1,537 663 △6 4,141

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19年３月31日残高（百万円） 237 3 241 90 5,848

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失   －  △1,374

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）

27 4 31 △26 5

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円)

27 4 31 △26 △1,369

平成19年９月30日残高（百万円） 265 7 273 63 4,479
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △53  △53

当期純損失   △2,093  △2,093

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円)

－ － △2,147 △0 △2,147

平成19年３月31日残高（百万円） 1,947 1,537 2,037 △6 5,516

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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   －  △53

当期純損失   －  △2,093

自己株式の取得   －  △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△334 2 △331 26 △305

連結会計年度中の変動額合計
（百万円)

△334 2 △331 26 △2,453

平成19年３月31日残高（百万円） 237 3 241 90 5,848

 （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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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（△）

 △1,676 △1,457 △600

減価償却費  52 37 90

その他償却費  2 － 3

減損損失  310 11 311

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △1 △4 △1

受注工事損失引当金の
増減額（減少：△）

 95 45 61

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 △87 △698 △138

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 △16 △8 △7

受取利息及び受取配当
金

 △34 △46 △58

支払利息  18 14 41

持分法による投資損益
（益：△）

 35 48 54

保険解約返戻金  △0 － △0

投資有価証券売却損益
（益：△）

 － △9 △351

有形固定資産売却損益
（益：△）

 － － △343

有形固定資産除却損  6 1 6

売上債権の増減額（増
加：△）

 5,188 7,577 △21

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △201 △345 258

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △5,302 △5,557 △547

前受金の増減額（減
少：△）

 1,137 647 △20

未払消費税の増減額
（減少：△）

 △387 9 △387

その他流動資産の増減
額（増加：△）

 △112 77 △15

その他流動負債の増減
額（減少：△）

 △258 △360 △166

その他  － △34 △36

小計  △1,231 △51 △1,870

利息及び配当金の受取
額

 43 54 67

利息の支払額  △21 △9 △42

法人税等の支払額  △41 △102 △88

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,250 △108 △1,934
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前中間連結会計期間

（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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

 △0 － △1

有形固定資産の売却に
よる収入

 － － 363

無形固定資産の取得に
よる支出

 △1 △0 △1

投資有価証券の取得に
よる支出

 △103 △77 △203

投資有価証券の売却に
よる収入

 － 53 429

関連会社の清算による
収入

 － 28 －

貸付けによる支出  － △7 △14

貸付金の回収による収
入

 7 33 23

保険積立金の取得によ
る支出

 － － △0

保険積立金の解約によ
る収入

 6 － 6

雑投資の回収による収
入

 0 － 0

敷金の差入による支出  △2 △1 △4

敷金の返還による収入  4 1 15

その他  2 0 6

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △85 30 618

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 △200 200

長期借入金の返済によ
る支出

 △75 △50 △150

自己株式の取得による
支出

 △0 △0 △0

配当金の支払額  △53 － △53

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △78 △250 △3

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

 △1,415 △328 △1,319

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 5,810 4,491 5,810

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高

※ 4,395 4,163 4,491
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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18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 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

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

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

持分法適用の関連会社数　２社

会社名

五洲富士化水工程有限公司

Suido Kiko Middle East 

Co.,Ltd.

　なお、前連結会計年度において

持分法適用の関連会社でありまし

た㈱水世は、清算のため持分法適

用の範囲から除外しております。

持分法適用の関連会社数　３社

会社名

㈱水世

五洲富士化水工程有限公司

Suido Kiko Middle East 

Co.,Ltd.

　Suido Kiko Middle East 

Co.,Ltd.は、当連結会計年度より

持分法適用の範囲に含めておりま

す。

　また、㈱水世については平成19

年３月30日付で解散決議を行い、

現在、清算手続中であります。

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

同左

(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）

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

―――――― 貯蔵品…個別法に基づく原価法 同左
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項目

前中間連結会計期間

（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

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、法

人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。

　なお、これによる営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利

益への影響は軽微であります。

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。
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項目

前中間連結会計期間

（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

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

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。

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

　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

同左

(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

水道機工㈱(6403)　平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 19 －



項目

前中間連結会計期間

（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

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

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

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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

6,933百万円であります。

　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。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当連結会計年度より、「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

5,758百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※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

  1,616百万円

　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

         1,645百万円

　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

10百万円

※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　中間連結会計期間末日満期手形

同左

※３　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度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、当連結会計年

度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。

受取手形 78百万円 受取手形 28百万円 受取手形 143百万円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 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 142百万円

給料手当  616百万円

退職給付費用  73百万円

役員退職慰労引当金

繰入額

9百万円

研究開発費 60百万円

給料手当  1,427百万円

退職給付費用 143百万円

役員退職慰労引当金

繰入額

  18百万円

研究開発費  280百万円

※２　　　　　―――――― ※２　　　　　―――――― ※２　固定資産売却益の内訳

土地 343百万円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あり、水処理事業の生産体制整備に伴

う固定資産の除却であります。

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あり、水処理事業の生産体制整備に伴

う固定資産の除却であります。

建物及び構築物 2百万円

その他   3百万円

合計   6百万円

その他  1百万円 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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※４　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

※４　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

リース資産

厚木工場

（神奈川県愛

甲郡）

機器部門の

事業用設

備・機器等

リース資産

※４　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

(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)

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)

リース資産 11

(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 192

合計 311

(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

※５　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。

※５　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。

※５　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。

※６　　　　　―――――― ※６　大量退職に伴う退職給付制度の一部終

了損失

　早期退職優遇制度の実施に伴うものであ

ります。

※６　　　　　――――――
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　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 　　　　　　　――――――

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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なら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。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数なら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） 22,777 1,593 － 24,370

合計 22,777 1,593 － 24,370

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,593株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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２．配当に関する事項

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数なら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）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末株

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） 21,805 972 － 22,777

合計 21,805 972 － 22,777

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加972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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

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    1,295百万円

預け金勘定     2,867百万円

現金及び現金同等物    4,163百万円

現金及び預金勘定    2,494百万円

預け金勘定  1,996百万円

現金及び現金同等物  4,491百万円

　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。

同左 同左
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（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（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（自　平成19年４月

１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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。

（セグメント情報）

ａ．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18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

４月１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　水処理事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産

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。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（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（自　平成19年

４月１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（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（自　平成19年

４月１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 323円15銭

１株当たり中間純損失 53円06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 205円79銭

１株当たり中間純損失 64円05銭

同左

１株当たり純資産額  268円36銭

１株当たり当期純損失 97円58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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純損失（△）（百万円） △1,138 △1,374 △2,093

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）
△1,138 △1,374 △2,093

期中平均株式数（千株） 21,457 21,456 21,457
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── ────── 　当社は、平成19年４月３日開催の取

締役会において、経営合理化の一環と

して希望退職者を募集することを決議

いたしました。

（1）希望退職者募集の概要

① 募集対象者　平成19年４月１日

現在において年齢

が満48歳以上の正

社員

② 募集人数　　30名

③ 募集期間　　平成19年４月12日～

平成19年５月８日

④ 退職日　　　平成19年５月31日

⑤ 優遇措置　　希望退職者に対し

ては、通常支払わ

れる会社都合によ

る退職金に加え、

特別加算金を上乗

せし支給する。

（2）希望退職者の募集結果

① 応募人数　　34名

② 特別加算金　４億61百万円

（3）今後の見通し

 今回の希望退職者募集に伴い発生

する特別加算金は、平成20年３月期

において特別損失として計上する予

定です。

（開示の省略）

リース取引、有価証券に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略しております。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
受注残高

（平成19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 6,571 83.6 9,375 91.0 14,043 89.9

環境部門 748 9.5 561 5.5 1,307 8.4

機器部門 540 6.9 362 3.5 262 1.7

合計 7,861 100.0 10,299 100.0 15,613 100.0

(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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 3,916 82.1 3,354 83.1 15,103 86.8

環境部門 543 11.4 391 9.7 1,176 6.7

機器部門 298 6.2 278 6.9 1,098 6.3

その他部門 11 0.3 13 0.3 29 0.2

合計 4,769 100.0 4,039 100.0 17,407 100.0
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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  1,587   897   1,821   

２．預け金  2,502   2,867   1,996   

３．受取手形 ※３ 482   166   478   

４．売掛金  3,395   1,238   8,141   

５．たな卸資産  1,389   1,255   894   

６．繰延税金資産  566   －   －   

７．その他 ※４ 368   305   273   

貸倒引当金  △6   △1   △4   

流動資産合計   10,285 62.5  6,730 57.8  13,601 73.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  1,151   1,105   1,128   

(2）土地  940   920   920   

(3）その他  114   78   93   

計   2,206   2,103   2,142  

２．無形固定資産   8   8   7  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 2,451   2,285   2,133   

(2）繰延税金資産  965   －   －   

(3）その他  573   550   569   

貸倒引当金  △23   △23   △23   

計   3,967   2,811   2,679  

固定資産合計   6,181 37.5  4,923 42.2  4,829 26.2

資産合計   16,467 100.0  11,654 100.0  18,431 100.0

           

水道機工㈱(6403)　平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 28 －



  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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  1,552   1,230   2,634   

２．買掛金  1,183   682   4,626   

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  25   21   39   

５．前受金  1,674   1,158   －   

６．繰延税金負債  －   －   1   

７．受注工事損失引当金  63   78   69   

８．その他  679   505   1,096   

流動負債合計   5,329 32.3  3,826 32.8  8,618 46.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  925   800   850   

２．繰延税金負債  －   175   156   

３．退職給付引当金  3,046   2,294   2,994   

４．役員退職慰労引当金  79   80   88   

５．リース資産減損勘定  191   133   156   

６．その他  1   1   1   

固定負債合計   4,244 25.8  3,485 29.9  4,247 23.0

負債合計   9,573 58.1  7,311 62.7  12,865 69.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,947 11.8  1,947 16.7  1,947 10.6

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金 1,537   1,537   1,537   

資本剰余金合計  1,537 9.4  1,537 13.2  1,537 8.3

３．利益剰余金           

(1) 利益準備金 153   153   153   

(2) その他利益剰余金          

固定資産圧縮積立

金
418   －   －   

別途積立金 3,350   3,350   3,350   

繰越利益剰余金 △968   △2,904   △1,654   

利益剰余金合計   2,953 17.9  598 5.1  1,848 10.0

４．自己株式   △6 △0.0  △6 △0.0  △6 △0.0

株主資本合計   6,431 39.1  4,076 35.0  5,327 28.9

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価差

額金
 462 2.8  265 2.3  237  

評価・換算差額等合計  462 2.8  265 2.3  237 1.3

純資産合計  6,894 41.9  4,342 37.3  5,565 30.2

負債純資産合計  16,467 100.0  11,654 100.0  18,431 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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   4,092 100.0  3,167 100.0  15,110 100.0

Ⅱ　売上原価   3,837 93.8  2,963 93.6  13,621 90.1

売上総利益   255 6.2  203 6.4  1,488 9.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,383 33.8  1,014 32.0  2,568 17.0

営業損失（△）   △1,128 △27.6  △810 △25.6  △1,079 △7.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  50 1.2  71 2.2  89 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  17 0.4  16 0.5  42 0.3

経常損失（△）   △1,095 △26.8  △755 △23.9  △1,032 △6.8

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  9 0.3  695 4.6

Ⅶ　特別損失 ※4,5  379 9.2  497 15.7  411 2.7

税引前中間（当期）
純損失（△）

  △1,474 △36.0  △1,243 △39.3  △749 △4.9

法人税、住民税及び
事業税

 13   8   36   

法人税等調整額  △467 △454 △11.1 △1 6 0.2 1,338 1,374 9.1

中間（当期）純損失
（△）

  △1,019 △24.9  △1,250 △39.5  △2,123 △14.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高

（百万円）
1,947 1,537 1,537 153 454 3,350 68 4,026 △5 7,505

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

し（注）
    △36  36 －  －

剰余金の配当（注）       △53 △53  △53

中間純損失       △1,019 △1,019  △1,019

自己株式の取得        － △0 △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △36 － △1,036 △1,073 △0 △1,073

平成18年９月30日残高

（百万円）
1,947 1,537 1,537 153 418 3,350 △968 2,953 △6 6,431

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高

（百万円）
572 572 8,078

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

し（注）
  －

剰余金の配当（注）   △53

中間純損失   △1,019

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△110 △110 △110

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△110 △110 △1,184

平成18年９月30日残高

（百万円）
462 462 6,894

 （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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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高

（百万円）
1,947 1,537 1,537 153 3,350 △1,654 1,848 △6 5,327

中間会計期間中の変動額

中間純損失      △1,250 △1,250  △1,250

自己株式の取得       － △0 △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － △1,250 △1,250 △0 △1,250

平成19年９月30日残高

（百万円）
1,947 1,537 1,537 153 3,350 △2,904 598 △6 4,076

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高

（百万円）
237 237 5,565

中間会計期間中の変動額

中間純損失   △1,250

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
27 27 27

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
27 27 △1,222

平成19年９月30日残高

（百万円）
265 265 4,342
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高

（百万円）
1,947 1,537 1,537 153 454 3,350 68 4,026 △5 7,505

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

し（注）
    △36  36 －  －

固定資産圧縮積立金の取崩

し
    △418  418 －  －

剰余金の配当（注）       △53 △53  △53

当期純損失       △2,123 △2,123  △2,123

自己株式の取得        － △0 △0

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
          

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △454 － △1,722 △2,177 △0 △2,177

平成19年３月31日残高

（百万円）
1,947 1,537 1,537 153 － 3,350 △1,654 1,848 △6 5,327

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高

（百万円）
572 572 8,078

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

し（注）
  －

固定資産圧縮積立金の取崩

し
  －

剰余金の配当（注）   △53

当期純損失   △2,123

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△334 △334 △334

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△334 △334 △2,512

平成19年３月31日残高

（百万円）
237 237 5,565

 （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。

水道機工㈱(6403)　平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 33 －



中間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）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(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）

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

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

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…移動平均法に基づく原

価法

同左 同左

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

―――――― 貯蔵品…個別法に基づく原価

法

同左

２．固定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。

(1）有形固定資産

同左

(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

　機械及び装置

４～15年

　工具器具及び備品

４～15年

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　なお、これによる営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益への

影響は軽微であります。

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、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

水道機工㈱(6403)　平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 34 －



項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．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。

(1）貸倒引当金

同左

(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、当事業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、

当事業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、それぞれ発生の翌事

業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、

当事業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、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しております。

(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、当事業年度末に退

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．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。

同左 　外貨建金銭債権債務は、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．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。

同左 同左

６．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。

①　ヘッジ会計の方法

同左

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

７．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、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

中間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）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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

6,894百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度より、「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

5,565百万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,644百万円

　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

 1,610百万円

　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

     1,637百万円

　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

 10百万円

※３　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

※３　中間期末日満期手形

同左

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。な

お、当期末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

受取手形 75百万円 受取手形 26百万円 受取手形 139百万円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　　　　　　―――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

受取利息 11百万円

有価証券利息 8百万円

受取配当金 24百万円

受取利息 23百万円

有価証券利息 12百万円

受取配当金 21百万円

受取家賃 8百万円

受取利息 20百万円

有価証券利息 18百万円

受取配当金    29百万円

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

支払利息   17百万円 支払利息   14百万円 支払利息   38百万円

※３　　　　　────── ※３　　　　　────── ※３　特別利益のうち主なもの

固定資産売却益 343百万円

投資有価証券売却益 351百万円

※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの

減損損失 309百万円

特別退職金　※  64百万円

特別退職金　※１ 440百万円

大量退職に伴う退職給

付制度の一部終了損失

※２

38百万円

減損損失 310百万円

関係会社整理損　※１ 31百万円

特別退職金　※２  64百万円

※早期退職優遇制度適用に伴う特別加

算金等であります。

※１　早期退職優遇制度適用に伴う特別

加算金等であります。

※１　関係会社整理損は㈱水世に対する

ものです。

※２　早期退職優遇制度の実施に伴うも

のであります。

※２　早期退職優遇制度適用に伴う特別

加算金等であります。

※５　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

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

工具器具及

び備品、

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、工具

器具及び備

品、土地、

リース資産

他

※５　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

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

リース資産

厚木工場

（神奈川県愛

甲郡）

機器部門の

事業用設

備・機器等

リース資産

※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資

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

工具器具及

び備品、

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、工具

器具及び備

品、土地、

リース資産

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
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）減損損失の金額

種類 金額(百万円)

建物 22

構築物 6

機械及び装置 6

車両及び運搬具 0

工具器具及び備品 34

土地 41

施設利用権 3

ソフトウェア 0

無形固定資産その他 1

リース資産 191

合計 309

(3）減損損失の金額

種類 金額(百万円)

リース資産 11

(3）減損損失の金額

種類 金額(百万円)

建物 22

構築物 6

機械及び装置 6

車両及び運搬具 0

工具器具及び備品 34

土地 41

施設利用権 3

ソフトウェア 0

無形固定資産その他 1

リース資産 192

合計 310

(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

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 51百万円

無形固定資産  1百万円

有形固定資産 37百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産      89百万円

無形固定資産 1百万円

※　当社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、事業年度

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 　　　　　　　　―――――

（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 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増加であります。
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 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式（注） 22,777 1,593 － 24,370

合計 22,777 1,593 － 24,370

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,593株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式

数（株）

当事業年度減少株式

数（株）

当事業年度末株式数

（株）

 普通株式（注） 21,805 972 － 22,777

合計 21,805 972 － 22,777

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加972株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 321円29銭

１株当たり中間純損失 47円52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 202円40銭

１株当たり中間純損失 58円27銭

同左

１株当たり純資産額  259円38銭

１株当たり当期純損失 98円98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)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純損失（△）（百万円） △1,019 △1,250 △2,123

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）
△1,019 △1,250 △2,123

期中平均株式数（千株） 21,457 21,456 21,457
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── ────── 　当社は、平成19年４月３日開催の取

締役会において、経営合理化の一環と

して希望退職者を募集することを決議

いたしました。

（1）希望退職者募集の概要

① 募集対象者　平成19年４月１日

現在において年齢

が満48歳以上の正

社員

② 募集人数　　30名

③ 募集期間　　平成19年４月12日～

平成19年５月８日

④ 退職日　　　平成19年５月31日

⑤ 優遇措置　　希望退職者に対し

ては、通常支払わ

れる会社都合によ

る退職金に加え、

特別加算金を上乗

せし支給する。

（2）希望退職者の募集結果

① 応募人数　　34名

② 特別加算金　４億61百万円

（3）今後の見通し

 今回の希望退職者募集に伴い発生

する特別加算金は、平成20年３月期

において特別損失として計上する予

定です。
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７．その他
該当事項はありません。 
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