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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 5,086 44.1 △734 ― △744 ― △670 ―
21年3月期第2四半期 3,529 ― △1,939 ― △1,891 ― △1,762 ―

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2四半期 △31.27 ―
21年3月期第2四半期 △82.17 ―

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2四半期 10,288 3,718 36.1 173.36
21年3月期 17,317 4,400 25.4 205.12

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,718百万円 21年3月期  4,400百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 18,200 9.8 300 ― 340 ― 290 ― 13.52
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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、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．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において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、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。 

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2四半期 21,479,844株 21年3月期  21,479,844株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  29,146株 21年3月期  29,146株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 21,450,698株 21年3月期第2四半期 21,453,750株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界同時不況の進行によ

り、危機的な状況にありましたが、ここにきて輸出や生産など一部指標には、ようやく持ち直しの動きが見られつつ

あります。しかしながら、雇用・所得環境は依然として厳しい状況が続くなど、本格回復への実感には乏しく先行き

の不透明感を払拭できない状況にあります。また。当社グループの関連する水処理業界においても、公共投資は依然

低水準で推移しており、民需分野においても設備投資は盛り上がりに欠けるなど、総じて厳しい状況で推移いたしま

した。 

 このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間の業績については、受注高は90億２百万円（前年同期比12.9％

増）、売上高については工事進行基準を適用する大型プラント工事の増加により、前年同期比で大幅に増加し、50億

86百万円（前年同期比44.1％増）となりました。損益の状況につきましては、低採算工事の売上や大型プラント工事

における追加工事費用の発生等があった前年同期に比べ改善し、営業損失は７億34百万円（前年同期は営業損失19億

39百万円）、経常損失は７億44百万円（前年同期は経常損失18億91百万円）、四半期純損失は６億70百万円（前年同

期は四半期純損失17億62百万円）となりました。 

 なお、当社グループの主力である水処理事業の特徴としては、売上計上が第４四半期に集中する傾向がある一方、

販売費及び一般管理費等においては各四半期における変動が少ないことから、利益面については売上高と同様に第４

四半期に偏重する傾向があります。 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べて70億29百万円減少し、102億88百万円となってお

ります。主な要因としては、流動資産の受取手形及び売掛金が61億76百万円、ならびに短期借入金の返済等により、

現金及び預金が12億13百万円減少したこと等によるものです。 

 負債につきましては、前期末に比べて63億48百万円減少し、65億69百万円となっております。主な要因としては、

流動負債の支払手形及び買掛金が54億47百万円、短期借入金が12億円減少したこと等によるものです。純資産につき

ましては、当四半期純損失６億70百万円の計上等により、前期末に比べ６億81百万円減少し、37億18百万円となって

おります。 

 平成22年３月期の業績予想（連結・個別）につきましては、平成21年５月８日付公表の予想から修正はありませ 

ん。 

 該当事項はありません。 

（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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、前連結会計年度にお

いて算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

  

② 棚卸資産の評価方法 

 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

下げを行う方法を採用しております。 

  

③ 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。 

  

④法人税等ならびに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。 

   

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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
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・完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

従来、工事契約のうち長期大型工事（工事期間１年以上で、かつ契約金額が１億円以上）については工事進行

基準を採用し、その他は工事完成基準によっておりましたが、「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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第

２四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、その他は工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は１億52百万円増加し、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24百万円減少しております。  

 当社グループは、平成19年３月期以降継続して営業キャッシュ・フローのマイナス計上をするなど、継続企業

の前提に関して重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社グループは当該事象等の

改善に向け、採算重視による選別受注の徹底や生産性向上による原価低減等、経営体質の強化に努める一方、財

務面においても親会社である東レグループのＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）利用により、機動

的な資金調達の体制を確保するなどの対応策を講じております。 

  

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等

-2 -



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 758 1,972

預け金 561 －

受取手形及び売掛金 3,980 10,156

商品及び製品 31 49

販売用不動産 40 41

仕掛品 429 436

原材料 278 281

その他 521 675

貸倒引当金 △1 △3

流動資産合計 6,600 13,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,053 1,073

機械装置及び運搬具（純額） 29 32

土地 920 920

その他（純額） 26 23

有形固定資産合計 2,029 2,049

無形固定資産 35 29

投資その他の資産   

投資有価証券 1,140 1,147

その他 489 503

貸倒引当金 △7 △23

投資その他の資産合計 1,622 1,627

固定資産合計 3,687 3,707

資産合計 10,288 17,317

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,584 8,032

短期借入金 15 1,215

未払法人税等 16 44

引当金 146 187

その他 1,368 1,015

流動負債合計 4,130 10,495

固定負債   

退職給付引当金 2,235 2,211

引当金 70 73

長期リース資産減損勘定 35 58

負ののれん 55 63
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

その他 41 14

固定負債合計 2,438 2,422

負債合計 6,569 12,917

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,947 1,947

資本剰余金 1,537 1,537

利益剰余金 329 999

自己株式 △7 △7

株主資本合計 3,806 4,477

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △88 △74

為替換算調整勘定 0 △3

評価・換算差額等合計 △87 △77

純資産合計 3,718 4,400

負債純資産合計 10,288 17,317
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,529 5,086

売上原価 4,133 4,453

売上総利益又は売上総損失（△） △603 633

販売費及び一般管理費 1,336 1,367

営業損失（△） △1,939 △734

営業外収益   

受取利息 27 8

受取配当金 4 6

負ののれん償却額 6 7

為替差益 18 －

その他 15 7

営業外収益合計 72 30

営業外費用   

支払利息 12 1

為替差損 － 20

持分法による投資損失 7 15

その他 3 3

営業外費用合計 23 40

経常損失（△） △1,891 △744

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 － 0

たな卸資産評価損 20 －

その他 － 0

特別損失合計 20 1

税金等調整前四半期純損失（△） △1,911 △746

法人税、住民税及び事業税 15 17

法人税等還付税額 △9 －

法人税等調整額 △143 △92

法人税等合計 △136 △75

少数株主損失（△） △11 －

四半期純損失（△） △1,762 △670
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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