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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 6,392 ― △370 ― △290 ― △342 ―

20年3月期第1四半期 5,408 39.4 △344 ― △277 ― △273 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △11.08 ―

20年3月期第1四半期 △8.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 32,078 12,910 40.2 417.06
20年3月期 33,664 13,367 39.7 431.80

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,910百万円 20年3月期  13,367百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報を参照してください。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社エース建工 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  31,013,189株 20年3月期  31,013,189株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  56,664株 20年3月期  55,003株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  30,957,005株 20年3月期第1四半期  30,964,933株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速や原油・

原材料価格の上昇が続くなど先行きに対する不透明感が一層強まりました。

　このような状況のもと、当社グループでは現在推進中の中期経営計画「R&C-PLAN」の重点課題の実施と目標数値の

達成に向けて全社をあげて取り組み、本年４月１日には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を吸収合併し、ろ過・脱水事業および建設事業の強化・拡大に向けた施策を実施しまし

た。また親会社日立造船株式会社の水処理事業を当社に統合しました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の受注高は13,558百万円（前年同期比67.1％増）、売上高は6,392百万円（前

年同期比18.2％増）となりました。

　損益面におきましては営業損失370百万円、経常損失290百万円、四半期純損失342百万円となりました。

　事業の種類別セグメントについては以下のとおりであります。

　環境装置事業におきましては、当社主力の汚泥再生処理センターや海外向け大型海水電解装置、フィルタープレス

等のろ過・脱水機の受注が好調に推移したことにより、受注高は10,928百万円（前年同期比59.0％増）となりました。

また売上高は5,186百万円（前年同期比5.2％増）、受注残高は21,646百万円（前年同期比43.8％増）となりました。

　建設事業におきましては、日立造船株式会社向けの大型工場建設工事をはじめ多数の建設工事を受注するなど好調

に推移し、受注高は2,630百万円（前年同期比112.0％増）、売上高は1,206百万円（前年同期比152.5％増）と大幅に

増加しました。また受注残高は4,418百万円（前年同期比12.1％減）となりました。

　なお、当社グループの四半期業績の特性として、売上高が通常第４四半期連結会計期間に集中するのに対し、人件

費その他の固定費は恒常的に発生するため、業績に季節的変動があります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は32,078百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,586百万円減少しま

した。これは主に受取手形及び売掛金の減少によるものであります。

　一方、負債合計は前連結会計年度末に比べ1,129百万円減少し、19,167百万円となりました。これは主に短期借

入金の返済によるものであります。

　また、純資産合計は利益剰余金の減少により457百万円減少の12,910百万円となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ1,465百万円増加し、7,807

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）

　主に売上債権の減少や前受金の増加により2,919百万円の収入超過となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　有形及び無形固定資産の取得による支出等により61百万円の支出超過となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　短期及び長期借入金の返済等により1,392百万円の支出超過となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日の決算発表

時に公表いたしました予想数値から変更ありません。
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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）

　当社は平成20年４月１日付で特定子会社である株式会社エース建工を吸収合併いたしました。また、同日付で

子会社である東京エンジニアリング工業株式会社も吸収合併しております。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。

④税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算出しております。

　なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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

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

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、評価基準を原価法によっておりましたが、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更し

ております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

③リース取引に関する会計基準の適用

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

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買処理に係る会計処理によっ

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,307 6,342

受取手形及び売掛金 8,768 12,836

有価証券 2,500 －

商品及び製品 145 126

原材料及び貯蔵品 587 549

仕掛品 3,391 2,359

繰延税金資産 594 594

その他 401 354

貸倒引当金 △35 △43

流動資産合計 21,661 23,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,236 2,153

土地 6,225 6,218

その他（純額） 447 549

有形固定資産合計 8,909 8,921

無形固定資産   

のれん 128 153

その他 75 48

無形固定資産合計 203 202

投資その他の資産   

投資有価証券 823 857

繰延税金資産 128 214

その他 462 460

貸倒引当金 △111 △111

投資その他の資産合計 1,302 1,421

固定資産合計 10,416 10,546

資産合計 32,078 33,664



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,131 11,912

短期借入金 462 1,612

未払法人税等 57 177

前受金 2,103 1,072

引当金 462 785

その他 1,355 919

流動負債合計 15,572 16,478

固定負債   

長期借入金 340 488

繰延税金負債 1,327 1,425

退職給付引当金 1,080 1,027

役員退職慰労引当金 49 48

負ののれん 740 795

その他 56 33

固定負債合計 3,594 3,818

負債合計 19,167 20,296

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,835 1,835

資本剰余金 2,069 2,069

利益剰余金 8,959 9,395

自己株式 △24 △23

株主資本合計 12,839 13,275

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71 92

評価・換算差額等合計 71 92

純資産合計 12,910 13,367

負債純資産合計 32,078 33,664



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,392

売上原価 5,438

売上総利益 953

販売費及び一般管理費 1,324

営業損失（△） △370

営業外収益  

受取利息及び配当金 12

負ののれん償却額 56

その他 22

営業外収益合計 92

営業外費用  

支払利息 5

その他 6

営業外費用合計 12

経常損失（△） △290

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8

特別利益合計 8

特別損失  

合併関連費用 8

特別損失合計 8

税金等調整前四半期純損失（△） △290

法人税、住民税及び事業税 52

法人税等合計 52

四半期純損失（△） △342



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △290

減価償却費 73

のれん償却額 25

負ののれん償却額 △56

売上債権の増減額（△は増加） 4,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,089

仕入債務の増減額（△は減少） △780

前受金の増減額（△は減少） 1,031

法人税等の支払額 △155

その他 93

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,919

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △51

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △61

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（△は減少） △1,140

長期借入金の返済による支出 △158

配当金の支払額 △92

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,392

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,465

現金及び現金同等物の期首残高 6,342

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,807



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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)

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,186 1,206 6,392 － 6,392

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 5,186 1,206 6,392 － 6,392

営業利益又は営業損失(△) △421 51 △370 － △370

　（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、不動産賃貸等

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　当社の支店及び連結子会社は、すべて本邦に所在しているので、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 3 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 5,408

Ⅱ　売上原価 4,444

売上総利益 963

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,308

営業損失（△） △344

Ⅳ　営業外収益 80

Ⅴ　営業外費用 13

経常損失（△） △277

Ⅵ　特別利益 14

　税金等調整前四半期純損失
（△）

△263

　税金費用 10

　四半期純損失（△） △273

－ 4 －



６．その他の情報

受注高・売上高・受注残高の状況

　（１）受注高

区分

前第１四半期連結累計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

　　至　平成20年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　　至　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）

構成比

（％）

　環境装置事業 6,873 84.7 10,928 80.6 31,031 85.8

　建設事業 1,240 15.3 2,630 19.4 5,126 14.2

計 8,114 100.0 13,558 100.0 36,158 100.0

　（２）売上高

区分

前第１四半期連結累計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

　　至　平成20年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　　至　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）

構成比

（％）

　環境装置事業 4,930 91.2 5,186 81.1 28,232 81.5

　建設事業 477 8.8 1,206 18.9 6,398 18.5

計 5,408 100.0 6,392 100.0 34,630 100.0

　（３）受注残高

区分

前第１四半期連結累計期間末

（平成19年６月30日）

当第１四半期連結累計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末

（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）

構成比

（％）

　環境装置事業 15,048 75.0 21,646 83.0 15,903 84.2

　建設事業 5,029 25.0 4,418 17.0 2,995 15.8

計 20,077 100.0 26,065 100.0 18,899 100.0

－ 5 －
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