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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 34,630 21.9 552 0.3 746 △4.5 378 －

19年３月期 28,419 1.5 551 △9.4 782 10.5 △549 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 12 22 － － 2.8 2.2 1.6

19年３月期 △19 35 － － △4.4 2.6 1.9

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △45百万円 19年３月期 3百万円

(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

20年３月期 33,664 13,367 39.7 431 80

19年３月期 34,625 13,310 38.4 429 84

（参考）自己資本 20年３月期 13,367百万円 19年３月期 13,310百万円

(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

20年３月期 1,396 △572 33 6,342

19年３月期 1,087 774 △2,054 5,484

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 3 00 3 00 6 00 170 － 1.4

20年３月期 3 00 3 00 6 00 185 49.1 1.4

21年３月期（予想） 3 00 3 00 6 00 － 41.3 －

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、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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
第２四半期

連結累計期間
16,300 16.1 △650 － △550 － △400 － △12 92

通期 37,000 6.8 600 8.5 800 7.2 450 19.0 14 54
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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）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（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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(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） 20年３月期 31,013,189株 19年３月期 31,013,189株

②　期末自己株式数 20年３月期 55,003株 19年３月期 46,761株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、19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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 22,333 20.1 62 △67.5 368 △17.4 252 －

19年３月期 18,596 △12.0 192 △60.9 445 △27.6 △690 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 8 16 － －

19年３月期 △24 33 － －

(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

20年３月期 29,053 12,562 43.2 405 80

19年３月期 30,014 12,622 42.1 407 62

（参考）自己資本 20年３月期 12,562百万円 19年３月期 12,622百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 13,000 55.5 △550 － △400 － △250 － △8 08

通期 30,000 34.3 480 667.3 700 90.0 450 78.0 14 54

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予

想数値と異なる可能性があります。

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の３ページを参照して下さい。

アタカ大機㈱（1978）平成 20 年３月期決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益、雇用状況の改善などがみられたものの、米国のサブプライムロー

ン問題に端を発した世界経済の減速傾向や株価の低迷、円の急騰などにみられる不安定な為替相場、また原油や原材

料価格の高騰など景気の先行きに対する不透明感が強く感じられるようになりました。

当環境装置業界では、民需向け事業は企業の堅調な設備投資により順調に推移しましたが、官需向け事業におきま

しては競争激化に伴う受注価格の低下があり厳しい営業環境となりました。

このような状況のもと、当社グループでは平成19年4月からの3ヵ年計画である新中期経営計画「R&C-PLAN」をスター

トさせ、物作りを基盤とした事業構造改革、トップシェア製品のさらなる拡大等を重点実施事項としてグループ一丸

となって積極的に取り組んでまいりました。具体的には、首都圏での需要が高い下水処理用曝気撹拌装置をさらに拡

販するため当該装置用の深層試験水槽を、また需要増加に対応して電極板製造ライン（増設）をそれぞれ柏事業所に

設置するなど、事業拡大に向けての整備を進めました。

このような取り組みの結果、当連結会計年度の受注高は合併による事業規模の拡大も寄与して36,158百万円（前期

比24.1％増）、売上高は34,630百万円（前期比21.9％増）となり、また期末受注残高は18,899百万円（前期比8.8％

増）となりました。

利益面におきましては、工事、製作機器等個別案件の収益改善に向けたコストダウンおよび一般管理費の削減に努

めたものの価格競争の激化による受注価格の低下、原材料費の高騰等をカバーしきれず経常利益は746百万円（前期比

4.5％減）、当期純利益は378百万円となりました

事業別の概況は次のとおりであります。

まず、廃棄物・リサイクル施設、上下水施設等を扱う官需向け中心の環境プラント事業におきましては、価格競争

の激化や原材料費の高騰、さらにし尿処理施設建設工事の入札に係る独占禁止法違反により国土交通省から営業停止

処分を受けた影響も大きく、苦戦を強いられました。こうした中で廃棄物・リサイクル施設では仙北市（秋田県）向

けに汚水中に含まれるリンを資源として回収する全国で初の汚泥再生処理センターを受注しました。また、汚泥処分

費の大幅な削減に寄与する新製品の電気浸透式汚泥脱水機（スーパーフレーク）を開発し、１号機を受注しました。

上下水処理施設では、三重県の北勢沿岸流域下水道向けおよび日本下水道事業団向けに大型水処理設備工事を受注、

さらに当社主力製品の曝気撹拌装置（ＤＴＡおよびＤＴＣ）、超微細気泡散気装置（メンブレンディフューザー）の

販売が好調に推移し、上下水処理施設の受注が大幅に増加しました。

一方、民需向け中心の産業装置事業のうち産業機械事業におきましては、クウェート国向けをはじめ、海外におけ

る発電所建設需要の高まりを受け海水電解装置の受注が堅調に推移しました。ごみ焼却施設向けバグフィルターを扱

う大気環境装置事業ではごみ焼却施設の新設が低水準で推移するなか静岡市新西ヶ谷清掃工場向け排ガス処理設備や

排ガス処理用の助剤、触媒等を受注しました。また工場排水処理を中心に展開する産業環境事業におきましては、自

動車業界を中心に水性塗料への移行に伴う設備更新需要が盛んとなっており、大手自動車会社から従来処理が困難と

されてきた水性塗料排水を含む大型の排水処理設備を受注しました。

また、一般建築、サイロ建設等の建設事業におきましては、日立造船株式会社向けをはじめ多数の工場建設工事を

受注しました。

機種別におきましては、環境プラント事業では上下水処理施設の受注が増大し、産業装置事業が堅調に推移したこ

と、さらに合併による事業規模の拡大もありトータルの環境装置事業の受注高は31,031百万円（前期比33.2％増）と

なり、売上高は28,232百万円（前期比12.3％増）、受注残高は15,903百万円（前期比21.4％増）となりました。

建設事業におきましては、受注高は5,126百万円（前期比12.2％減）、売上高は6,398百万円（前期比95.7％増）、

受注残高は2,995百万円（前期比29.8％減）となりました。

②次期の見通し

わが国経済は、米国の景気後退による影響で円高、株安、原材料高等不安定な要素が多く予断を許さない状況が続

くものと思われます。民需向け事業におきましては景気減速懸念が民間設備投資に与える影響は大きく、また官需向

け事業におきましてもさらに受注競争が激化するものと予想され、厳しい事業環境が継続するものと思われます。

このような情勢のもと当社グループでは、平成20年4月1日付で100%出資の子会社であった東京エンジニアリング工

業株式会社および株式会社エース建工と合併し、また親会社である日立造船株式会社の水処理事業を当社に統合いた

しました。

この合併・統合によって強化した企業体質と基盤のもとで、技術、人材、コスト全てにわたって競争力ある企業と

して実力を発揮するよう考えております。

 次期業績見通しとしては、受注高38,000百万円（前期比5.1％増）、売上高37,000百万円（前期比6.8％増）、経常

利益800百万円（前期比7.2％増）、当期純利益450百万円（前期比19.0％増）を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

①資産・負債および純資産の状況

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ961百万円減少し、33,664百万円となりました。

流動資産は、主として売上代金の早期回収により受取手形及び売掛金が減少したことから787百万円減少し、23,118

百万円となりました。固定資産は、保有株式の時価下落による投資有価証券の減少により174百万円減少し、10,546

百万円となりました。

負債合計は前連結会計年度末と比べ1,019百万円減少し、20,296百万円となりました。

流動負債は、未払金の支払等により311百万円減少し、16,478百万円となりました。また、固定負債も、一年以内

に返済予定の長期借入金を短期に振替えたことにより707百万円減少し、3,818百万円となりました。

 純資産は、利益剰余金の増加等により13,367百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ858百万円増加し、6,342百万

円となりました。

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）

税金等調整前当期純利益や売上債権の回収等により、1,396百万円の収入超過となりました。（前年同期は1,087

百万円の収入超過）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

有形・無形固定資産の取得による支出等により572百万円の支出超過（前年同期は774百万円の収入超過）となり

ました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

長期借入金の返済による支出等があったものの短期借入金の増加により33百万円の収入超過（前年同期は2,054

百万円の支出超過）となりました。

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 50.6 47.4 46.9 38.4 39.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
46.8 47.4 54.8 31.7 20.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
0.0 0.1 － 2.0 1.6

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
57.0 3,483.4 － 63.1 38.0

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

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注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いま

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。

（注５）平成18年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業

キャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置付けており、業績に裏付けされた配

当を継続的かつ安定的に実施するとともに、各事業年度の利益の状況や今後の事業展開等を総合的に勘案し、グルー

プの競争力の維持・強化と事業拡大のための内部留保の充実に努めていくことを基本方針としております。

内部留保資金は経営効率化や研究開発投資、新規事業育成等に活用し、経営基盤の強化と事業の拡充を図っていき

たいと考えております。

当期の期末配当金につきましては、利益配分に関する基本方針に基づき1株につき3円とさせていただく予定です。

また、次期につきましては中間配当金1株につき3円、期末配当金1株につき3円の計6円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があるリスクは以下のとおりです。

なお、以下の項目には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断し

たものであります。

 ①市場の急激な変動によるリスク

環境装置事業の内、官需向け事業である環境プラント事業におきましては、地方自治体の財政状態や予算の執

行により事業量が大きく変動します。また、環境装置事業の内、民需向け事業である産業装置事業や建設事業に

おいても、民間の設備投資の動向により事業量が大きく変動します。これらの変動が、当社グループの経営成績

に大きい影響を及ぼしております。

 ②建設工事等における人的・物的事故あるいは災害発生のリスク

建設工事における安全管理には万全を期しておりますが、事故・災害が発生した場合は経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 ③取引先の信用リスク

当社の受注は一取引における請負金額が大きく、また大半は引渡時に多額の金額が支払われる契約条件となっ

ております。このため、取引先が信用不安に陥った場合、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 ④為替の変動リスク

当社グループは外貨建取引を行っており、取引に伴い為替の変動リスクが発生します。リスクを軽減するため

為替予約等のヘッジを行っておりますが、完全に排除することは不可能であり、場合によっては、当社グループ

の業績および財政状態に影響を与える場合があります。
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２．企業集団の状況
 当社グループは、平成20年3月31日現在、当社、当社の親会社、子会社8社および関連会社1社で構成されております。

事業としては、当社、子会社および関連会社は主として水処理および公害防止関連の環境装置事業と建設事業を行って

おります。また、親会社である日立造船㈱は、環境装置、機械・プラント、鉄構などの事業を行っております。

 なお、平成20年4月1日付で子会社2社（東京エンジニアリング工業㈱および㈱エース建工）を当社に吸収合併したため、

同日付で子会社は6社となっております。

当社グループの主な事業内容、事業における位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりでありま

す。なお、次の事業内容は、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

 

 ［主な事業内容］

環境装置事業・・水処理施設（廃棄物処理施設、上下水処理施設、ごみ埋立浸出水処理施設、工場排水等）、バイ

オガス等リサイクル施設、土壌・地下水浄化施設等の設計・施工・請負・製造・販売、ごみ焼却

施設用排ガス処理装置、海水電解防汚装置、産業機器（各種フィルター）、防蝕機器（ライニン

グ製品）、風水力機器（サイクロン・ポンプ）等の製造・販売

上記施設の維持管理、装置・機器のメンテナンス等

建設事業・・・・一般建築（事務所、各種工場、倉庫等）、サイロ、プラント設備、不動産賃貸等

 

 ［当社及び親会社、子会社、関連会社の位置付け］

 （環境装置事業）

 当社が水処理施設・装置、公害防止関連装置、各種産業機器等の製造・販売、施工およびメンテナンスを行っ

ております。同施設・装置の維持管理業務は、当社のほかアタカメンテナンス㈱、浅野環境ソリューション㈱と

日本サニタリー㈱、また活性炭等の薬品販売はアタカメンテナンス㈱、浅野環境ソリューション㈱およびセラケ

ム㈱が行っており、浅野環境ソリューション㈱は同施設、装置のメンテナンスも行っております。また東京エン

ジニアリング工業㈱が産業機器（全自動圧搾式フィルタープレス等）の製造・販売を行っており、大機ゴム工業

㈱が防蝕機器（ライニング製品）の施工を行っております。

 また、当社は親会社等から大気汚染防止装置、土木・建築工事等を受注し、これを施工しております。

 （建設事業）

 当社が親会社等に対して販売、施工を行うほか、東海精機㈱が各種工事の請負等、㈱エース建工が建築の小口

工事の施工等を行っております。

 当社の製品の一部については、東海精機㈱、㈱エース建工に発注しております。

 

 事業の系統図は次のとおりであります。（平成20年3月31日現在）

 

 客            先 

設
計 

維
持
管
理 

販
売
・
施
工 

 

販
売
・
施
工 

設
計 

維
持
管
理 

販
売
・
施
工 

販
売
・ 

施
工 

製品 製品 製品 

製品 

設
計 

維
持
管
理 

販
売
・ 

施
工 

製品 販
売
・ 

施
工 

製品 

（親会社）日立造船㈱ 

当        社 

環  境  装  置  事  業 建  設  事  業 

（連結子会社） 
セラケム㈱、東京エンジニアリング工業㈱ 
アタカメンテナンス㈱、浅野環境ソリューション㈱ 
大機ゴム工業㈱ 

（持分法適用関連会社）（持分法適用非連結子会社） 
日本サニタリー㈱   ㈱セラ物流サービス 

（連結子会社） 
㈱エース建工、東海精機㈱ 

 ※東京エンジニアリング工業㈱および㈱エース建工は、平成20年4月1日付で当社に吸収合併いたしました。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社グループは「先端技術で快適環境を創造し人と地球の未来に貢献する」ことを企業理念としており、この企業

理念のもとで、水処理装置、公害防止関連装置をはじめとした環境ビジネスを通じて社会への貢献を進めるとともに、

多様な顧客ニーズに対応できる技術力と競争力を持った存在価値のある企業グループとして発展していくことをめざ

しております。

また、株主・投資家をはじめ関係する皆様に対して会社の情報を積極的に開示し、広く理解される企業づくりに務

めております。

 

(2）中長期的な経営戦略および対処すべき課題

中期経営計画「R&C-PLAN」の２年目となる平成20年度は、米国景気の減速懸念や原材料の高騰、不安定な為替相場

など依然厳しい環境が継続するものと思われますが、初年度同様に収益目標の達成に全力投球し、さらに「物作りを

基盤とした事業構造改革」「トップシェア製品のさらなる拡大」「事業領域の拡大」等の中期経営計画における重点

実施事項に積極的に取り組んでまいります。

 中期経営計画「R&C-PLAN」の主要な事業戦略は次のとおりであります。

 ①物作りを基盤とした事業構造改革

 （イ）生産工場の整備・強化

 ・柏事業所（千葉県柏市）・大阪工場（大阪市大正区）を拠点に生産効率を大幅に向上する。

 ・総額10億円を投資し生産能力を拡充する。

 （ロ）コア製品の伸長により官需・民需バランスある発展を目指す

 ・内製化率（自社生産比率）を大幅に高めて、コスト競争力の向上を図る。

 ②トップシェアー製品のさらなる拡大

 し尿処理施設、電解装置、防蝕機器（ゴムライニング）、フィルタープレス

 ③ソリューション事業のさらなる伸長

 官需中心のソリューション事業を民需にも拡大する。

 （イ）官需

 ・グループ会社（アタカメンテナンス、浅野環境ソリューション、セラケム）と連携。

 ・既設の機能診断、改良改善提案の拡大。

 ・包括複数年契約、PFIへの積極的取組み。

 （ロ）民需

 ・電解装置における電極等の部品販売の拡充、アフターサービスネットワーク（特に中近東）の確立。

 ・設備メンテ・維持管理等を強化（産業排水処理、フィルタープレス、産業機械、洗煙装置等）

 ④事業領域の拡大

 合併の相乗効果を一層拡大する。

 （イ）顧客層の拡大

 ・地方自治体等官需向けのプラント、および自動車、塗料各業界の民間企業向けの産業排水処理プラントに

電解装置、フィルタープレス等の自社製品を組入れて販売。

 ⇒自社製品使用によるコストダウンとプラント性能の向上

 （ロ）事業規模の拡大

 ・電力、鉄鋼、化学、半導体、家電等各業界向けに産業排水処理プラントを販売。

 ⇒単体機器の販売から施設・プラント販売に拡大。

 ⑤海外事業の展開

 （イ）産業排水処理施設

 ・日系企業の海外工場向けに展開。アジア（韓国、台湾、ベトナム、インド等）、中近東

 （ロ）し尿処理施設

 ・アジア（韓国）

 ⑥経営基盤の強化

 （イ）グループ関係会社のミッションを明確化し、グループ力を強化する。

 （ロ）事業展開に即した人材の確保・育成・活用を図る。また次の世代の幹部人材の育成を図る。

 （ハ）グループネットワークおよび情報共有基盤の強化により業務を効率化し、内部統制に向けた業務プロセス

を構築する。

 （ニ）シナジー効果の見込めるＭ＆Ａを実施する。

 

(3）目標とする経営指標

中期経営計画で掲げた重点課題を実施し、計画の最終年度である平成21年度には連結ベースで受注高40,000百万円、

売上高38,200百万円、経常利益1,100百万円を目標としております。
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４． 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 5,484 6,342 

受取手形及び売掛金 14,238 12,836 

たな卸資産 3,332 3,034 

繰延税金資産 336 594 

その他 562 354 

貸倒引当金 △ 48 △ 43 

流動資産合計 23,905 69.0 23,118 68.7 △ 787 

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１

(1)  建物及び構築物 5,023 5,110 

　　 減価償却累計額 2,849 2,174 2,957 2,153 

(2)  機械装置及び運搬具 1,742 1,860 

　　 減価償却累計額 1,458 283 1,495 364 

(3)  工具器具備品 454 480 

　　 減価償却累計額 381 73 403 76 

(4)  土地 6,175 6,218 

(5)  建設仮勘定 44 108 

有形固定資産合計 8,751 25.3 8,921 26.5 170 

２ 無形固定資産

(1)  のれん 266 153 

(2)  その他 44 48 

無形固定資産合計 311 0.9 202 0.6 △ 109 

３ 投資その他の資産

(1)  投資有価証券 ※２ 1,142 857 

(2)  繰延税金資産 189 214 

(3)  その他 446 460 

     貸倒引当金 △ 120 △ 111 

投資その他の資産合計 1,658 4.8 1,421 4.2 △ 237 

固定資産合計 10,720 31.0 10,546 31.3 △ 174 

資産合計 34,625 100.0 33,664 100.0 △ 961 

対前年比

区    分

当連結会計年度

金額（百万円）

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

金額（百万円）

（平成20年３月31日）
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形及び買掛金 11,713 11,912 

短期借入金 ※１ 918 1,612 

未払法人税等 222 177 

前受金 982 1,072 

賞与引当金 542 567 

役員賞与引当金 23 － 

工事補償引当金 161 145 

工事損失引当金 49 72 

その他 2,176 919 

流動負債合計 16,789 48.5 16,478 49.0 △ 311 

Ⅱ 固定負債

長期借入金 ※１ 960 488 

繰延税金負債 1,404 1,425 

退職給付引当金 1,109 1,027 

役員退職慰労引当金 92 48 

負ののれん 904 795 

その他 54 33 

固定負債合計 4,525 13.1 3,818 11.3 △ 707 

負債合計 21,315 61.6 20,296 60.3 △ 1,019 

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

資本金 1,835 5.3 1,835 5.5 － 

資本剰余金 2,069 6.0 2,069 6.1 － 

利益剰余金 9,202 26.6 9,395 27.9 193 

自己株式 △ 21 △ 0.1 △ 23 △ 0.1 △ 2 

株主資本合計 13,085 37.8 13,275 39.4 190 

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 224 0.6 92 0.3 △ 132 

評価・換算差額等合計 224 0.6 92 0.3 △ 132 

純資産合計 13,310 38.4 13,367 39.7 57 

負債純資産合計 34,625 100.0 33,664 100.0 △ 961 

対前年比

区    分

当連結会計年度

金額（百万円）

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

金額（百万円）

（平成20年３月31日）
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(2) 連結損益計算書

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ 売上高 28,419 100.0 34,630 100.0 6,211 

Ⅱ 売上原価 ※１ 23,185 81.6 28,766 83.1 5,581 

売上総利益 5,233 18.4 5,864 16.9 631 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 4,682 16.5 5,311 15.3 629 

営業利益 551 1.9 552 1.6 1 

Ⅳ 営業外収益

受取利息 8 6 

受取配当金 14 11 

持分法による投資利益 3 － 

匿名組合投資利益 112 － 

負ののれん償却額 100 240 

その他 50 289 1.1 62 321 0.9 32 

Ⅴ 営業外費用

支払利息 24 36 

持分法による投資損失 － 45 

その他 34 58 0.2 45 127 0.3 69 

経常利益 782 2.8 746 2.2 △ 36 

Ⅵ 特別利益

投資有価証券売却益 349 － 

貸倒引当金戻入益 17 7 

その他 5 372 1.3 1 9 0.0 △ 363 

Ⅶ 特別損失

独占禁止法違反に係る損失 1,367 － 

合併に係る費用 85 － 

構造改善損失 83 － 

異常操業度損失 51 78 

固定資産除却損 － 29 

その他 11 1,599 5.7 － 108 0.3 △ 1,491 

税金等調整前当期純利益
又は純損失（△）

△ 444 △ 1.6 647 1.9 1,091 

法人税、住民税及び事業税 242 293 

法人税等調整額 △ 137 104 0.3 △ 23 269 0.8 165 

当期純利益又は純損失（△） △ 549 △ 1.9 378 1.1 927 

対前年比

金額（百万円）

前連結会計年度

  至 平成19年３月31日）

（自 平成19年４月１日  （自 平成18年４月１日  

金額（百万円）

  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
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(3) 連結株主資本等変動計算書

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）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

1,335 42 9,972 △ 4 11,345 

 連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △ 206 △ 206 

役員賞与金（注） △ 14 △ 14 

当期純損失 △ 549 △ 549 

合併による増加 500 2,026 2,526 

自己株式の取得 △ 16 △ 16 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

500 2,026 △ 769 △ 16 1,740 

1,835 2,069 9,202 △ 21 13,085 

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

424 424 11,770 

 連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △ 206 

役員賞与金（注） △ 14 

当期純損失 △ 549 

合併による増加 2,526 

自己株式の取得 △ 16 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△ 199 △ 199 △ 199 

△ 199 △ 199 1,540 

224 224 13,310 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目が次のとおり含まれております。

　　　　　１．剰余金の配当 △129百万円

　　　　　２．役員賞与金 △14百万円

 平成18年３月31日 残高
（百万円）

 連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

 平成19年３月31日 残高
（百万円）

株主資本

純資産
合計

評価・換算差額等

 平成18年３月31日 残高
（百万円）

 連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

 平成19年３月31日 残高
（百万円）
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当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

1,835 2,069 9,202 △ 21 13,085 

 連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 185 △ 185 

当期純利益 378 378 

自己株式の取得 △ 2 △ 2 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － 192 △ 2 189 

1,835 2,069 9,395 △ 23 13,275 

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

224 224 13,310 

 連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 185 

当期純利益 378 

自己株式の取得 △ 2 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△ 132 △ 132 △ 132 

△ 132 △ 132 57 

92 92 13,367 

 連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

 平成20年３月31日 残高
（百万円）

株主資本

純資産
合計

評価・換算差額等

 平成19年３月31日 残高
（百万円）

 連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

 平成20年３月31日 残高
（百万円）

 平成19年３月31日 残高
（百万円）
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は純損失（△） △ 444  647  

減価償却費 166  254  

のれん償却額 112  112  

負ののれん償却額 △ 100  △ 240  

貸倒引当金の増加・減少(△)額 △ 0  △ 0  

退職給付引当金の増加・減少(△)額 △ 287  △ 81  

役員退職慰労引当金の増加・減少(△)額 △ 38  △ 43  

工事損失引当金の増加・減少(△)額 49  22  

受取利息及び受取配当金 △ 22  △ 18  

支払利息 24  36  

持分法による投資損・益(△) △ 3  45  

投資有価証券売却損・益(△) △ 349  －  

売上債権の減少・増加(△)額 3,764  1,397  

たな卸資産の減少・増加(△)額 △ 1,061  296  

その他流動資産の減少・増加(△)額 △ 194  45  

仕入債務の増加・減少(△)額 △ 983  199  

前受金の増加・減少(△)額 232  89  

その他流動負債の増加・減少(△)額 689  △ 1,151  

その他 98  △ 11  

小計 1,651  1,600  △ 51 

利息及び配当金の受取額 18  18  

利息の支払額 △ 17  △ 36  

法人税等の支払額 △ 565  △ 185  

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,087  1,396  309 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 100  －  

有形･無形固定資産の取得による支出 △ 151  △ 442  

投資有価証券の取得による支出 △ 0  △ 0  

投資有価証券の売却による収入 639  －  

グループファイナンスによる資金の増減 100  △ 94  

その他の投資の取得による支出 △ 51  △ 53  

その他の投資の売却による収入 138  18  

投資活動によるキャッシュ・フロー 774  △ 572  △ 1,346 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加・減少(△)額 △ 1,400  950  

長期借入金の返済による支出 △ 431  △ 728  

自己株式の取得による支出 △ 16  △ 2  

配当金の支払額 △ 206  △ 185  

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,054  33  2,087 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 　 △ 191  858  1,049 

Ⅴ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 985  －  △ 985 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,689  5,484  795 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 5,484  6,342  858 

  至 平成19年３月31日）

（自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日）

区分

対前年比
前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成18年４月１日  

－ 13 －
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（会計処理基準に関する事項） （会計処理基準に関する事項）

　(1）重要な減価償却資産の減価償却方法 　(1）重要な減価償却資産の減価償却方法

　　①　有形固定資産 　　①　有形固定資産

　　　　定率法を採用しております。 　　　　定率法を採用しております。

　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建 　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

　　　物附属設備を除く）については定額法を採用しており 　　　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。 　　　ます。

　　　　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法 　　　　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

　　　に規定する方法と同一の基準によっております。 　　　に規定する方法と同一の基準によっております。

　　（会計方針の変更）

　　　　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成

　　　19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

　　　改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

　　　おります。

　　　　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

　　　当期純利益はそれぞれ７百万円減少しております。

　　　　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。

　　（追加情報）

　　　　法人税法の改正に伴い、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。

　　　　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

　　　当期純利益はそれぞれ18百万円減少しております。

　　　

　(2）重要な引当金の計上基準 　(2）重要な引当金の計上基準

　　①　役員賞与引当金 　　①　役員賞与引当金

　　　　役員賞与の支給に備えて、当連結会計年度における

　　　支給見込額に基づき計上しております。

　　（追加情報）

　　　　当社においては、平成19年６月28日開催の取締役会

　　　において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役につ

　　　いては業績反映部分を加味した報酬制度に変更し、監

　　　査役については独立性の強化から固定報酬とし、従来

　　　の役員賞与は廃止することを決議しました。

　　　　また連結子会社の一部においても、従来の役員賞与

　　　は廃止しました。

なお、上記以外の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、 近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）

における記載から重要な変更がないため、開示を省略しております。

　至　平成20年３月31日）

――――――

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成19年４月１日　（自　平成18年４月１日　

　至　平成19年３月31日）

－ 14 －
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産 担保に供している資産

担保付債務 担保付債務

※２ 投資有価証券のうち非連結子会社及び関連会社株式 ※２ 投資有価証券のうち非連結子会社及び関連会社株式

（連結損益計算書関係）

※１ 研究開発費 ※１ 研究開発費

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究

開発費の総額は228百万円であります。 開発費の総額は205百万円であります。

（連結株主資本等変動計算書関係）

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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式

合計

自己株式

普通株式

合計

(注）発行済株式の増加は、合併時の新株発行による増加であります。

自己株式の増加は、合併反対株主からの買取27千株及び単元未満株式の買取8千株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

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

効力発生日

平成18年６月30日

平成18年12月８日

株式の種類

普通株式

普通株式

基準日

平成18年３月31日

46 

決議

　平成18年６月29日
　定時株主総会

　平成18年11月17日
　取締役会

配当金の総額

129百万円 

77百万円 

１株当たり
配当額

５円

３円

３円 平成19年３月31日 平成19年６月29日

25,825 5,188 －  31,013 

11 35 －  

普通株式 92百万円 利益剰余金
　平成19年６月28日
　定時株主総会

基準日 効力発生日

平成18年９月30日

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配当額

11 35 －  46 

25,825 5,188 －  31,013 

前連結会計年度 当連結会計年度

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

348 百万円 302 百万円

6,411 百万円

960 百万円

6,078 百万円

1,688 百万円

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）

－ 15 －
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当連結会計年度（自平成19年4月1日　至平成20年3月31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

発行済株式

普通株式

合計

自己株式

普通株式

合計

(注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取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

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 次のとおり決議を予定しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 ※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 に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 現金及び預金勘定

現金及び現金同等物 現金及び現金同等物

－  

当連結会計年度増加
株式数（千株）

前連結会計年度末株
式数（千株）

１株当たり
配当額

31,013 －  －  

46 8 

31,013 －  

平成19年９月30日 平成19年12月７日

平成19年３月31日 平成19年６月29日

31,013 

基準日 効力発生日

当連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

 平成19年11月14日
 取締役会

普通株式 92百万円 ３円

92百万円 ３円
 平成19年６月28日
 定時株主総会

普通株式

31,013 

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額

46 8 －  55 

－  55 

効力発生日

　平成20年６月26日
　定時株主総会

普通株式 92百万円 利益剰余金 ３円 平成20年３月31日 平成20年６月27日

決議 株式の種類

前連結会計年度 当連結会計年度

基準日配当金の総額 配当の原資

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

5,484 百万円

5,484 百万円

6,342 百万円

6,342 百万円

－ 16 －
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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

　　前連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

環境装置事業
（百万円）

建設事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 25,150 3,268 28,419 － 28,419 

(2） セグメント間の内部売上高
又は振替高 － － － － － 

計 25,150 3,268 28,419 － 28,419 

営業費用 24,713 3,154 27,867 － 27,867 

営業利益 436 114 551 － 551 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 － 

資産 31,410 3,215 34,625 － 34,625 

減価償却費 156 9 166 － 166 

資本的支出 165 4 170 － 170 

(注)1．事業区分の方法：製品の種類・性質・施工方法・販売市場等の類似性に基づく製品系列により区分しております。

　　2．各事業区分に属する主要な内容

　　     環境装置事業：水処理施設(廃棄物処理施設、上下水処理施設、ごみ埋立浸出水処理施設、工場排水等）、

 　　 　  　　　   　　バイオガス等リサイクル施設、土壌・地下水浄化施設等の設計・施工・請負・製造・販売

 　　 　　　  　　　   ごみ焼却施設用排ガス処理装置、海水電解防汚装置、産業機器（各種フィルター）、防蝕

 　　 　 　　 　　　   機器（ライニング製品）、風水力機器（サイクロン・ポンプ）製造・販売

 　　 　 　　 　　　   上記施設の維持管理、装置・機器のメンテナンス等

　　     建設事業　　：一般建築(事務所、各種工場、倉庫等)、サイロ、プラント設備等

　　3．減価償却費および資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

　　4．会計方針等の変更

　 　(1）当連結会計年度末における手持受注工事のうち、損失の発生が確実視され、かつ、その金額を合理的に見積

　     　もることができる工事が新たに発生したため、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失見込額を計上し

　     　ております。これにより、環境装置事業の営業費用は49百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

　 　(2）当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号  平成17年11月29日）を適用し

　     　ております。これにより、従来の方法に比べて、環境装置事業の営業費用は15百万円増加し、営業利益は同

　    　 額減少しております。

２．所在地別セグメント情報

　　該当事項はありません。

３．海外売上高

　　海外売上高は連結売上高の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。

－ 17 －
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　　当連結会計年度（自平成19年4月1日　至平成20年3月31日）

環境装置事業
（百万円）

建設事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 28,232 6,398 34,630 － 34,630 

(2） セグメント間の内部売上高
又は振替高 － － － － － 

計 28,232 6,398 34,630 － 34,630 

営業費用 28,086 5,991 34,078 － 34,078 

営業利益 146 406 552 － 552 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 － 

資産 29,360 4,303 33,664 － 33,664 

減価償却費 199 55 254 － 254 

資本的支出 457 24 482 － 482 

(注)1．事業区分の方法：製品の種類・性質・施工方法・販売市場等の類似性に基づく製品系列により区分しております。

　　2．各事業区分に属する主要な内容

　　     環境装置事業：水処理施設(廃棄物処理施設、上下水処理施設、ごみ埋立浸出水処理施設、工場排水等）、

 　　 　  　　　   　　バイオガス等リサイクル施設、土壌･地下水浄化施設等の設計・施工・請負・製造・販売、

 　　 　　　  　　　   ごみ焼却施設用排ガス処理装置、海水電解防汚装置、産業機器（各種フィルター）、防蝕

 　　 　 　　 　　　   機器（ライニング製品）、風水力機器（サイクロン・ポンプ）等の製造・販売

 　　 　 　　 　　　   上記施設の維持管理、装置・機器のメンテナンス等

　　     建設事業　　：一般建築(事務所、各種工場、倉庫等)、サイロ、プラント設備、不動産賃貸等

　　3．減価償却費および資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

　　4．会計方針等の変更

　 　(1）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度

　     　より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

　    　 に変更しております。この結果、従来の方法に比べ、営業費用は環境装置事業が７百万円、建設事業が０百

　    　 万円、それぞれ増加し、営業利益は同額減少しております。

　 　(2）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「追加情報」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

　     　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。この結果、従来の方法に比べ、営業

　    　 費用は環境装置事業が13百万円、建設事業が５百万円、それぞれ増加し、営業利益は同額減少しております。

２．所在地別セグメント情報

　　該当事項はありません。

３．海外売上高

　　海外売上高は連結売上高の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）

　１株当たり純資産額（円） 　１株当たり純資産額（円）

　１株当たり当期純損失（円） 　１株当たり当期純利益（円）

　　潜在株式調整後１株当たり当期純利益について 　　潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

　は、潜在株式が存在しないため記載しておりませ 　は、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

　ん。 　ん。

（注）１．　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）２．　１株当たり当期純利益又は純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（開示の省略）

　　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項

　については、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。

431.80

12.22

　純資産の部の合計額（百万円）

　純資産の部の合計額から控除する金額
　（百万円）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）

429.84

△ 19.35

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

　普通株主に帰属しない金額（百万円）

　普通株式に係る当期純利益又は純損失
　（△）（百万円）

　期中平均株式数（千株）

前連結会計年度

　普通株式に係る期末の純資産額（百万円）

　１株当たり純資産額の算定に用いられた
　期末の普通株式の数（千株）

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）

13,367

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日　

　当期純利益又は純損失（△）（百万円）

13,310

－

13,310

30,966

△ 549

－

13,367

30,958

378

－

　至　平成20年３月31日）

△ 549

28,400

378

30,961
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５．受注高・売上高・受注残高の状況

受　注　高

金額(百万円） 構成比(％) 金額(百万円） 構成比(％) 金額(百万円） 増減率(％)

環 境 装 置 事 業 23,300  80.0 31,031  85.8 7,731  33.2 

建 設 事 業 5,837  20.0 5,126  14.2 △ 711  △ 12.2 

計 29,138  100.0 36,158  100.0 7,020  24.1 

売　上　高

金額(百万円） 構成比(％) 金額(百万円） 構成比(％) 金額(百万円） 増減率(％)

環 境 装 置 事 業 25,150  88.5 28,232  81.5 3,082  12.3 

建 設 事 業 3,268  11.5 6,398  18.5 3,130  95.7 

計 28,419  100.0 34,630  100.0 6,211  21.9 

受　注　残　高

区　　　分 （平成19年３月31日） （平成20年３月31日）

金額(百万円） 構成比(％) 金額(百万円） 構成比(％) 金額(百万円） 増減率(％)

環 境 装 置 事 業 13,104  75.4 15,903  84.2 2,799  21.4 

建 設 事 業 4,266  24.6 2,995  15.8 △ 1,271  △ 29.8 

計 17,371  100.0 18,899  100.0 1,528  8.8 

当連結会計年度

区　　　分

区　　　分

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成18年４月１日  （自 平成19年４月１日  

  至 平成19年３月31日）   至 平成20年３月31日）

増      減

増      減

増      減

（自 平成18年４月１日  

  至 平成19年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日）

前連結会計年度
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６．個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 4,109 4,923 

受取手形 992 1,065 

売掛金 10,023 8,567 

原材料及び貯蔵品 169 254 

仕掛品 2,162 2,054 

短期貸付金 873 652 

前払費用 52 62 

立替金 360 228 

未収還付法人税等 185 18 

繰延税金資産 186 443 

その他 98 114 

貸倒引当金 △ 34 △ 29 

流動資産合計 19,180 63.9 18,356 63.2 △ 824 

Ⅱ 固定資産

有形固定資産

建物 1,733 1,726 

構築物 50 41 

機械装置 144 157 

車両運搬具 2 1 

工具器具備品 35 30 

土地 5,752 5,752 

建設仮勘定 － 104 

　有形固定資産計 7,719 25.7 7,815 26.9 96 

無形固定資産

特許権 0 2 

その他 31 21 

　無形固定資産計 31 0.1 24 0.1 △ 7 

投資その他の資産

投資有価証券 751 525 

関係会社株式 2,039 2,039 

出資金 143 127 

長期差入保証金 200 207 

破産債権・更生債権等 55 59 

その他 12 8 

貸倒引当金 △ 120 △ 111 

　投資その他の資産計 3,082 10.3 2,857 9.8 △ 225 

固定資産合計 10,834 36.1 10,697 36.8 △ 137 

資産合計 30,014 100.0 29,053 100.0 △ 961 

対前年比

区    分

当事業年度

金額（百万円）

前事業年度

（平成19年３月31日）

金額（百万円）

（平成20年３月31日）
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形 4,669 3,761 

買掛金 4,613 5,555 

短期借入金 690 1,460 

未払金 925 45 

未払費用 497 233 

前受金 978 907 

預り金 531 621 

賞与引当金 271 287 

工事補償引当金 161 121 

工事損失引当金 49 72 

その他 41 104 

流動負債合計 13,432 44.7 13,170 45.4 △ 262 

Ⅱ 固定負債

長期借入金 935 475 

繰延税金負債 1,343 1,495 

退職給付引当金 705 582 

負ののれん 904 703 

その他 71 63 

固定負債合計 3,960 13.2 3,320 11.4 △ 640 

負債合計 17,392 57.9 16,490 56.8 △ 902 

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

資本金 1,835 6.1 1,835 6.3 － 

資本剰余金

資本準備金 170 170 

その他資本剰余金 1,895 1,895 

資本剰余金合計 2,065 6.9 2,065 7.1 － 

利益剰余金

利益準備金 287 288 0 

その他利益剰余金

　特別償却準備金 9 4 

　別途積立金 8,011 7,011 

　繰越利益剰余金 213 1,284 

利益剰余金合計 8,522 28.4 8,589 29.6 67 

自己株式 △ 21 △ 0.1 △ 23 △ 0.1 △ 2 

株主資本合計 12,402 41.3 12,466 42.9 64 

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 220 0.8 96 0.3 △ 124 

評価・換算差額等合計 220 0.8 96 0.3 △ 124 

純資産合計 12,622 42.1 12,562 43.2 △ 60 

負債純資産合計 30,014 100.0 29,053 100.0 △ 961 

対前年比

区    分

当事業年度

金額（百万円）

前事業年度

（平成19年３月31日）

金額（百万円）

（平成20年３月31日）
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(2) 損益計算書

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ 売上高 18,596 100.0 22,333 100.0 3,737 

Ⅱ 売上原価 15,501 83.4 18,979 85.0 3,478 

売上総利益 3,095 16.6 3,353 15.0 258 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,902 15.6 3,291 14.7 389 

営業利益 192 1.0 62 0.3 △ 130 

Ⅳ 営業外収益

受取利息 14 16 

受取配当金 14 95 

匿名組合投資利益 112 － 

負ののれん償却額 100 201 

その他 62 305 1.7 67 381 1.7 76 

Ⅴ 営業外費用

支払利息 22 30 

その他 29 51 0.3 44 75 0.3 24 

経常利益 445 2.4 368 1.6 △ 77 

Ⅵ 特別利益

貸倒引当金戻入益 18 6 

投資有価証券売却益 349 － 

固定資産受贈益 5 373 2.0 － 6 0.1 △ 367 

Ⅶ 特別損失

独占禁止法違反に係る損失 1,367 － 

合併に係る費用 85 － 

構造改善損失 83 － 

異常操業度損失 51 78 

固定資産除却損 － 24 

その他 11 1,599 8.6 － 102 0.5 △ 1,497 

税引前当期純利益又は純損失
(△)

△ 780 △ 4.2 271 1.2 1,051 

法人税、住民税及び事業税 22 22 

法人税等調整額 △ 111 △ 89 △ 0.5 △ 3 18 0.1 107 

当期純利益又は純損失(△) △ 690 △ 3.7 252 1.1 942 

当事業年度

金額（百万円）

前事業年度

  至 平成19年３月31日）

（自 平成19年４月１日  （自 平成18年４月１日  対前年比

金額（百万円）区    分

  至 平成20年３月31日）
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(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年３月31日）

1,335 39 － 39 265 19 8,011 1,137 9,433 

 事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）２ △206 △206 

利益準備金の積立額（注）２ 22 △22 － 

役員賞与金（注）２ △14 △14 

特別償却準備金の取崩額（注）１ △9 9 － 

当期純損失 △690 △690 

合併による増加 500 130 1,895 2,026 

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

500 130 1,895 2,026 22 △9 － △923 △911 

1,835 170 1,895 2,065 287 9 8,011 213 8,522 

△4 10,803 420 420 11,223 

 事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）２ △206 △206 

利益準備金の積立額（注）２ － － 

役員賞与金（注）２ △14 △14 

特別償却準備金の取崩額（注）１ － － 

当期純損失 △690 △690 

合併による増加 2,526 2,526 

自己株式の取得 △16 △16 △16 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

△200 △200 △200 

△16 1,598 △200 △200 1,398 

△21 12,402 220 220 12,622 

（注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりであります。

　　　　　任意積立金取崩額 

　　　　　１．特別償却準備金取崩額 5百万円

　　　２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。

　　　　　利益処分額

　　　　　１．利益準備金 14百万円

　　　　　２．株主配当金 129百万円

　　　　　３．役員賞与金 14百万円

　　　　　　　　合計 157百万円

 事業年度中の変動額合計
 (百万円)

 平成19年３月31日 残高
 (百万円)

 平成18年３月31日 残高
 (百万円)

 事業年度中の変動額合計
 (百万円)

 平成19年３月31日 残高
 (百万円)

 平成18年３月31日 残高
 (百万円)

別途
積立金

繰越利益
剰余金

利益
剰余金
合計

自己株式

資本金 資本
準備金

利益
準備金

資本剰余金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

株主資本

株主資本

純資産
合計

評価・換算差額等

評価・
換算
差額等
合計

株主資本
合計

利益剰余金

その他利益剰余金

その他
有価証券

評価
差額金

特別償却
準備金
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当事業年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年３月31日）

1,835 170 1,895 2,065 287 9 8,011 213 8,522 

 事業年度中の変動額

剰余金の配当 △185 △185 

利益準備金の積立額 0 △0 － 

別途積立金の取崩額 △1,000 1,000 － 

特別償却準備金の取崩額 △4 4 － 

当期純利益 252 252 

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

－ － － － 0 △4 △1,000 1,070 67 

1,835 170 1,895 2,065 288 4 7,011 1,284 8,589 

△21 12,402 220 220 12,622 

 事業年度中の変動額

剰余金の配当 △185 △185 

利益準備金の積立額 － － 

別途積立金の取崩額 － － 

特別償却準備金の取崩額 － － 

当期純利益 252 252 

自己株式の取得 △2 △2 △2 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

△124 △124 △124 

△2 64 △124 △124 △59 

△23 12,466 96 96 12,562 

 事業年度中の変動額合計
 (百万円)

 平成20年３月31日 残高
 (百万円)

 平成19年３月31日 残高
 (百万円)

 事業年度中の変動額合計
 (百万円)

 平成20年３月31日 残高
 (百万円)

 平成19年３月31日 残高
 (百万円)

株主資本

株主資本

純資産
合計

評価・換算差額等

評価・
換算
差額等
合計

株主資本
合計

利益剰余金

その他利益剰余金

その他
有価証券

評価
差額金

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

利益
剰余金
合計

自己株式

資本金 資本
準備金

利益
準備金

資本剰余金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計
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7．役員の異動（平成20年6月26日付）

(1)取締役の異動

① 就任予定取締役

（注）下田栖嗣氏は社外取締役候補者であります。

② 退任予定取締役

(2)監査役の異動

① 就任予定監査役

（注）森方正行氏は社外監査役候補者であります。

② 退任予定監査役

③ 就任予定補欠監査役

（注）佐々瀧夫氏は補欠の社外監査役候補者であります。

(3)執行役員の異動

① 退任予定執行役員

② 執行役員の役職変更

新　役　職 氏　　名 現　役　職

執行役員環境プラント事業本部プ
ラント工事本部長兼業務管理部長
兼品質保証部担当

飯　田　恒　雄
執行役員環境プラント事業本部

プラント工事本部長兼業務管理部長

現　役　職 氏　　名 備　　考

執行役員企画開発本部副本部長
兼産業装置事業本部技師長
兼品質保証部担当

中　村　成　興 産業装置事業本部顧問に就任予定

新　役　職 氏　　名 現　役　職

監査役（非常勤） 佐　々　瀧　夫 日立造船株式会社　執行役員関連企業部長

社外監査役（非常勤） 中　村　泰　雄

現　役　職氏　　名新　役　職

監査役（非常勤） 當　津　邦　雄

現　役　職 氏　　名 備　　考

社外監査役（非常勤） 水　内　　　充

監査役（非常勤） 上 垣 内 郁 夫
セラケム株式会社　代表取締役副社長

（平成20年5月30日付退任予定）

監査役（非常勤） 森　方　正　之 日立造船株式会社　経理部長

社外取締役（非常勤） 古　川　　　実 日立造船株式会社　代表取締役社長

新　役　職 氏　　名 現　役　職

現　役　職 氏　　名 備　　考

日立造船株式会社
環境ソリューション本部プロジェクト部長

下　田　栖　嗣取締役（非常勤）
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