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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 1,816 △68.6 △406 ― △466 ― △299 ―
21年3月期第1四半期 5,775 ― 119 ― 257 ― 119 ―

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

22年3月期第1四半期 △30.32 ―
21年3月期第1四半期 11.79 ―

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

22年3月期第1四半期 16,596 8,143 48.9 823.12
21年3月期 17,676 8,471 47.8 856.33

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  8,123百万円 21年3月期  8,451百万円

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

21年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

― ― 8.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

6,712 △45.5 △88 △118.9 △136 △139.8 △101 △161.8 △10.33

通期 19,016 △11.1 190 △75.9 97 △61.9 28 △66.8 2.90
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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) 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、４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、４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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、３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ご覧ください。 
２．当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、百万円単位で記載しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より千
円単位で記載する方法に変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前第１四半期連結累計期間についても千円単位に組替え表示しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期第1四半期 10,152,000株 21年3月期 10,152,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 282,700株 21年3月期 282,700株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 9,869,300株 21年3月期第1四半期 10,152,000株
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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（３か月）におけるわが国経済は、６月に月例経済報告で景気底打ち宣言がなされたものの、企業設

備投資と雇用情勢の悪化による個人消費は依然として低迷しており、景気の先行きはいまだ不透明な状態が続いてお

ります。

当社グループの業績に影響を及ぼす半導体業界は、Semiconductor Equipment and Materials International(SEMI)

が発表した半導体製造装置の年央市場予測では、2009年の市場成長率を前年比52％の減少と予想しており、2008年の

31％減を下回る厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社の主力事業である水処理装置事業においては、液晶及び製薬関連など従来当社グループ

の主力先であった半導体関連以外の業界への販売を強化いたしましたが、昨年来低迷している景気及び設備投資動向

の回復が予想以上に遅れているとともに、半導体関連業界の収益環境も回復の兆しは見えるものの本格化には至らず、

受注環境は装置、メンテナンス、消耗品販売のいずれも厳しい状況が続いております。超純水製造装置においては、

中国・台湾を中心とする大型装置工事が前連結会計年度末までに進捗した一方、新規の設備投資については景気回復

が遅れている影響から計画の延期・縮小が増加した結果、水処理装置の売上高は８億４百万円（前年同期比80.6％

減）となりました。また国内の半導体・液晶関連工場の稼働率が依然低水準であったこと等から、メンテナンス及び

消耗品の売上高は９億３千９百万円（同33.5％減）、その他の事業の売上高は７千２百万円（同67.0％減）となりま

した。

利益面につきましては、前連結会計年度に引き続き販売費及び一般管理費の削減に注力し、前年同期比９千１百万

円の削減を実現したものの、減収による売上総利益の減少の影響が大きく、営業利益、経常利益、四半期純利益で損

失を計上いたしました。

この結果、当第１四半期（３か月）の売上高は18億１千６百万円（同68.6％減）、営業損失は４億６百万円（前年

同期は１億１千９百万円の営業利益）、経常損失は４億６千６百万円（前年同期は２億５千７百万円の経常利益）、

四半期純損失は２億９千９百万円（前年同期は１億１千９百万円の四半期純利益）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて10億７千９百万円減少し、165億９千６百万円となりまし

た。これは主に、流動資産のうち現金及び預金が８億６千６百万円、仕掛品が１億５千６百万円それぞれ増加した一

方で、受取手形及び売掛金が25億４千５百万円減少したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて７億５千１百万円減少し、84億５千３百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が７億５千４百万円減少したこと等によるものであります。

また、純資産については、前連結会計年度末に比べて３億２千８百万円減少し、81億４千３百万円となりました。

これは主に、その他有価証券評価差額金が５千４百万円、為替換算調整勘定が６千４百万円それぞれ増加した一方、

利益剰余金が４億４千７百万円減少したこと等によるものであります。

（連結キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ８億６千６百

万円増加し、32億７千３百万円となりました。当第１四半期におけるキャッシュ・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・フローの状況）

営業活動の結果得られた資金は、10億６千１百万円（前年同期は16億１千６百万円の使用）となりました。これ

は主に売上債権の減少が25億３千９百万円となった一方で、仕入債務の減少が７億５千８百万円となったこと等に

よるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フローの状況）

投資活動の結果使用した資金は、８千６百万円（前年同期は４億９百万円の使用）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９千８百万円等によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フローの状況）

財務活動の結果使用した資金は、１億４千５百万円（前年同期は17億４千６百万円の獲得）となりました。これ

は主に配当金の支払額１億４千８百万円等によるものであります。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

半導体関連業界の収益環境は回復の兆しは見えるものの本格化には至らず、先行きは厳しいことが予想されます。

しかしながら、現時点では平成21年５月14日公表の「平成21年３月期決算短信」の平成22年３月期の連結業績予想に

変更はありません。
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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）

特定子会社の異動はありません。

なお、第１四半期連結会計期間において、プラスチック製配管材料の拡販・事業強化を図ることを目的とす

るアグループラスチック株式会社を新設分割により設立したことから同社を連結の範囲に含めております。ま

た、中国での超純水装置及び消耗品等の販売強化のため上海日村商貿有限公司を設立いたしましたが、事業開

始には至っておらず、四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除いております。

 

（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

　１．一般債権の貸倒見積高の算定方法　

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．製品保証見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の実績支出割合等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の実績支出割合等を使用して製品保証見積高を算定しております。

３．たな卸資産の評価方法

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

たな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。

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計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等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

〔会計処理基準に関する事項の変更〕

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額１億円以上かつ工期６か月超の工事については

工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。

これにより、売上高は38,480千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

4,660千円減少しております。
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,416,548 2,550,335 

受取手形及び売掛金 6,182,977 8,728,130 

有価証券 46 47 

商品及び製品 53,674 38,861 

仕掛品 1,319,549 1,162,577 

原材料及び貯蔵品 241,486 229,605 

その他 1,475,344 1,143,079 

貸倒引当金 △7,734 △7,892 

流動資産合計 12,681,891 13,844,745 

固定資産   

有形固定資産 1,811,919 1,838,457 

無形固定資産   

のれん 191,974 203,266 

その他 634,956 662,481 

無形固定資産合計 826,930 865,747 

投資その他の資産 1,276,184 1,127,788 

固定資産合計 3,915,034 3,831,994 

資産合計 16,596,926 17,676,740 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,163,541 1,917,602 

短期借入金 4,437,344 4,414,350 

1年内償還予定の社債 450,000 450,000 

製品保証引当金 89,354 103,399 

工事損失引当金 202,250 154,422 

賞与引当金 271,470 172,923 

役員賞与引当金 3,914 6,221 

その他 974,582 1,087,395 

流動負債合計 7,592,457 8,306,315 

固定負債   

長期借入金 226,950 232,300 

退職給付引当金 265,129 261,589 

役員退職慰労引当金 1,430 3,804 

その他 367,724 401,179 

固定負債合計 861,234 898,873 

負債合計 8,453,692 9,205,188 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,236,800 2,236,800 

資本剰余金 2,011,694 2,011,694 

利益剰余金 4,061,662 4,509,029 

自己株式 △131,157 △131,157 

株主資本合計 8,178,999 8,626,366 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65,157 10,351 

為替換算調整勘定 △120,527 △185,320 

評価・換算差額等合計 △55,370 △174,968 

少数株主持分 19,604 20,153 

純資産合計 8,143,233 8,471,551 

負債純資産合計 16,596,926 17,676,740 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,775,393 1,816,244 

売上原価 4,919,293 1,577,410 

売上総利益 856,100 238,834 

販売費及び一般管理費 737,025 645,583 

営業利益又は営業損失（△） 119,074 △406,748 

営業外収益   

受取利息 6,129 1,072 

受取配当金 2,999 1,338 

受取家賃 － 3,297 

為替差益 153,143 － 

その他 6,126 1,258 

営業外収益合計 168,400 6,967 

営業外費用   

支払利息 15,351 19,069 

為替差損 － 22,121 

持分法による投資損失 7,946 21,893 

その他 6,798 4,016 

営業外費用合計 30,096 67,101 

経常利益又は経常損失（△） 257,378 △466,883 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 150 

特別利益合計 － 150 

特別損失   

固定資産除却損 2,290 17 

その他 65 － 

特別損失合計 2,355 17 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

255,022 △466,750 

法人税、住民税及び事業税 84,546 △164,626 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 50,758 △2,795 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 119,717 △299,328 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

255,022 △466,750 

減価償却費 62,127 71,122 

のれん償却額 － 12,101 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,935 △204 

賞与引当金の増減額（△は減少） 165,000 98,547 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,425 △1,742 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14,081 △13,194 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 33,177 36,235 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,910 4,158 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △551 △2,373 

受取利息及び受取配当金 △9,129 △2,410 

支払利息 15,351 19,069 

為替差損益（△は益） △53,000 △17,665 

持分法による投資損益（△は益） 7,946 21,893 

固定資産除却損 2,290 17 

保険解約損益（△は益） 5,096 1,214 

売上債権の増減額（△は増加） △1,391,887 2,539,078 

たな卸資産の増減額（△は増加） △187,920 △117,941 

前渡金の増減額（△は増加） 111,953 △13,217 

その他の資産の増減額（△は増加） △240,773 △204,875 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,230,025 △758,562 

未払消費税等の増減額（△は減少） 105,663 △23,160 

前受金の増減額（△は減少） 281,779 107,947 

長期未払金の増減額（△は減少） △55,205 △27,319 

その他の負債の増減額（△は減少） 579,298 △147,883 

小計 △1,553,105 1,114,085 

利息及び配当金の受取額 9,784 2,209 

利息の支払額 △23,565 △1,467 

法人税等の支払額 △62,281 △53,545 

法人税等の還付額 12,630 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,616,537 1,061,281 
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △6,351 △14,673 

無形固定資産の取得による支出 △388,472 － 

投資有価証券の取得による支出 － △98,200 

敷金及び保証金の差入による支出 △4,996 △12,420 

敷金及び保証金の回収による収入 3,101 7,852 

保険積立金の積立による支出 △9,671 △5,492 

保険積立金の解約による収入 45,456 36,719 

貸付けによる支出 △48,000 － 

その他 △767 △454 

投資活動によるキャッシュ・フロー △409,702 △86,668 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,000,000 124,268 

短期借入金の返済による支出 － △112,840 

長期借入金の返済による支出 △47,350 △5,350 

リース債務の返済による支出 △3,456 △3,585 

配当金の支払額 △203,040 △148,039 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,746,153 △145,546 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △170,283 37,146 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △450,370 866,213 

現金及び現金同等物の期首残高 3,915,665 2,407,335 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △29,644 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,435,651 3,273,548 
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（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

水処理装置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。

〔所在地別セグメント情報〕

　前第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）

日本
（千円）

アジア
（千円）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 4,033,533 1,710,257 31,601 5,775,393 － 5,775,393

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高
56,955 10,224 － 67,180 (67,180) －

　 計 4,090,489 1,720,482 31,601 5,842,573 (67,180) 5,775,393

　 営業利益又は営業損失（△） 53,319 258,455 △225 311,549 (192,474) 119,074

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,763,843 52,359 42 1,816,244 － 1,816,244

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高
11,409 19,321 － 30,730 (30,730) －

　 計 1,775,252 71,680 42 1,846,975 (30,730) 1,816,244

　 営業損失（△） △138,511 △51,738 △19,924 △210,175 (196,573) △406,748

 

〔海外売上高〕

前第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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,572,918 31,601 3,604,520

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 5,775,393

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
61.9 0.5 62.4

 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 357,220 42 357,262

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 1,816,244

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
19.7 0.0 19.7
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（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。

　　（７）重要な後発事象

　（持分法適用関連会社の異動）

当社の持分法適用関連会社であるクラレアクア株式会社が株式会社クラレを割当先とする第三者割当増資を実

施したことに伴い、同社を持分法の適用範囲から除外することを平成21年７月15日開催の当社取締役会で決議い

たしました。

１．異動の理由

クラレアクア株式会社は、更なる事業強化と株式会社クラレ主導での推進体制を明確にするため、同社を

割当先とする１億５千万円の第三者割当増資を実施した結果、当社の議決権所有割合が18.0％となるため、

クラレアクア株式会社を持分法の適用範囲から除外することといたしました。

　２．異動する持分法適用関連会社の概要　

　（１）商号　　　　　　クラレアクア株式会社　

　（２）代表者　　　　　伊藤秀一　

　（３）所在地　　　　　東京都中央区日本橋室町三丁目２番17号　

　（４）設立年月　　　　平成20年２月

　（５）主な事業内容　　国内外における水浄化のための膜販売、プラント設計・製作・施工・販売・

メンテナンス　

　（６）事業年度の末日　３月31日　

　（７）資本金　　　　　１億円

　（８）従業員数　　　　21名　

　（９）発行済株式数　　1,000株

　（10）大株主構成及び所有割合　クラレグループ55.0％、当社45.0%　

　３．異動日

　平成21年７月15日　

　４．異動前後の当社出資比率の状況　

 異動前の議決権所有割合 異動後の議決権所有割合

クラレアクア株式会社 45.0%　 18.0%　

　５．今後の見通し

　当該会社が持分法適用関連会社から除外されることによる業績に与える影響は軽微であります。
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