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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 12,797 △17.6 △614 ― △492 ― △381 ―

21年3月期第2四半期 15,525 ― △654 ― △527 ― △380 ―

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 △12.33 ―

21年3月期第2四半期 △12.28 ―

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 25,528 12,954 50.7 418.57
21年3月期 34,755 13,335 38.4 430.86

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,954百万円 21年3月期  13,335百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

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 35,500 △10.5 430 △0.7 600 △2.9 300 25.9 9.69



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 

（注）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、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参照してくだ
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 31,013,189株 21年3月期  31,013,189株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  63,301株 21年3月期  62,592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 30,950,200株 21年3月期第2四半期 30,956,269株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の回復等によって一部に持ち直しの兆しが見られたもの 

の、企業収益や雇用情勢の悪化、企業による設備投資の抑制が続き、先行き不透明で厳しい状況の中推移いたしま

した。 

このような状況のもと、当社グループではより強固な事業基盤づくりを目指して、コスト競争力と技術力の徹底

した強化に全社をあげて取り組んでまいりました。 

この結果、第２四半期連結累計期間の受注高は、22,123百万円（前年同期比6.0％減）、売上高は12,797百万円 

（前年同期比17.6％減）、受注残高は28,509百万円（前年同期比5.9％増）となりました。 

一方損益面におきましては、競争激化による受注価格低下の影響が大きく経常損失492百万円（前年同期は経常損

失527百万円）、四半期純損失は381百万円（前年同期は四半期純損失380百万円）となりました。 

事業の種類別セグメントにつきましては以下のとおりであります。 

環境装置事業では、当社主力の汚泥再生処理センターは大型発注案件の半数を受注する等好調であり、施設の包 

括複数年での維持管理業務も堅調に推移しましたが、設備投資の低迷により民需向け産業機器が前年同期に比べ大

幅に減少し、環境装置事業の受注高は21,078百万円（前年同期比8.5％増）、売上高は11,123百万円（前年同期比

9.4％減）、受注残高は27,437百万円（前年同期比19.0％増）となりました。 

建設事業におきましては、同様に設備投資の抑制から新規案件の受注が減少し、受注高は1,044百万円（前年同期

比74.6％減）、売上高は1,674百万円（前年同期比48.4％減）、受注残高は1,071百万円（前年同期比72.3％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。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、25,528百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,227百万円減少

しました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少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8,846百万円減少し、12,574百万円となりました。これは主に支払手形及

び買掛金、短期借入金の減少によるものであります。 

 純資産合計は主として利益剰余金の減少により381百万円減少の12,954百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ870百万円減少し、

2,655百万円となりました。 

 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損失の計上及び仕入債務の減少があったものの、売上債権の大幅な減少により3,822百万

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） 

 主に有形及び無形固定資産並びに投資有価証券の取得による支出により427百万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4,251百万円の支出超過となりました。  

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日の決算発表時に公表いたしました予想数値か

ら変更はありません。 

  

  

  

  

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



該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①棚卸資産の評価方法 

 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、前連結会計期間末の実地棚卸高を

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方法の算定方法 

 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。 

  

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期12か月以上かつ請負金額１億円以上の工事について

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、当第２四半期連結累計期間の売上高は536百万円増加し、営業損失及び経常損失はそれぞれ101

百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は104百万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。 

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

前第２四半期連結累計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、営

業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、

前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は２百万円であります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

前第２四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示して

おりました「投資有価証券の取得による支出」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲

記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に含まれる「投資有価証券の取得による支出」は△０百万円であります。 

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

（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



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 2,655 3,525

受取手形及び売掛金 8,542 18,041

商品及び製品 133 147

仕掛品 1,879 1,499

原材料及び貯蔵品 662 565

その他 1,018 792

貸倒引当金 △10 △46

流動資産合計 14,882 24,525

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,154 2,194

土地 6,322 6,322

その他（純額） 654 506

有形固定資産合計 9,132 9,023

無形固定資産 71 76

投資その他の資産   

投資有価証券 954 627

その他 516 528

貸倒引当金 △27 △26

投資その他の資産合計 1,443 1,129

固定資産合計 10,646 10,230

資産合計 25,528 34,755

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,461 11,422

短期借入金 217 4,278

前受金 1,117 657

賞与引当金 651 631

その他の引当金 193 182

その他 783 1,103

流動負債合計 9,424 18,274

固定負債   

長期借入金 70 160

退職給付引当金 1,205 1,003

役員退職慰労引当金 41 60

負ののれん 455 569

その他 1,377 1,352

固定負債合計 3,150 3,146

負債合計 12,574 21,420



（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) 

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 8,973 9,447

自己株式 △25 △25

株主資本合計 12,852 13,326

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102 8

評価・換算差額等合計 102 8

純資産合計 12,954 13,335

負債純資産合計 25,528 34,755



（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 15,525 12,797

売上原価 13,461 10,896

売上総利益 2,063 1,900

販売費及び一般管理費 2,718 2,515

営業損失（△） △654 △614

営業外収益   

受取利息及び配当金 19 9

負ののれん償却額 113 113

その他 24 50

営業外収益合計 157 174

営業外費用   

支払利息 10 8

為替差損 － 21

シンジケートローン手数料 13 13

その他 7 9

営業外費用合計 30 51

経常損失（△） △527 △492

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9 37

特別利益合計 9 37

特別損失   

投資有価証券評価損 10 －

固定資産除却損 9 －

合併関連費用 8 －

特別損失合計 28 －

税金等調整前四半期純損失（△） △546 △454

法人税等 △166 △73

四半期純損失（△） △380 △381



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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（△） △546 △454

減価償却費 151 146

のれん償却額 51 －

負ののれん償却額 △113 △113

売上債権の増減額（△は増加） 2,433 9,499

たな卸資産の増減額（△は増加） 340 △463

仕入債務の増減額（△は減少） △2,781 △4,960

前受金の増減額（△は減少） △225 459

法人税等の支払額 △148 △25

その他 66 △264

営業活動によるキャッシュ・フロー △773 3,822

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 △81 △239

投資有価証券の取得による支出 － △193

その他 △12 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △94 △427

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 △3,950

長期借入金の返済による支出 △251 △201

配当金の支払額 △92 △92

その他 △4 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,487 △4,251

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,355 △870

現金及び現金同等物の期首残高 6,342 3,525

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,986 2,655



 該当事項はありません。 

  

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） 

 （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 

  

３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間 

 「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」に記載のとおり、「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、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用しております。 

 この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の売上高は環境装置事業が446百万円、建設事業が89百万円

それぞれ増加し、営業損失は環境装置事業が97百万円、建設事業が４百万円それぞれ減少しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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  12,282  3,242  15,525  －  15,525

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  12,282  3,242  15,525  －  15,525

営業利益又は営業損失(△)  △807  152  △654  －  △654

  
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  11,123  1,674  12,797  －  12,797

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  11,123  1,674  12,797  －  12,797

営業利益又は営業損失(△)  △609  △5  △614  －  △614

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  



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）及び当第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） 

 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。 

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）及び当第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） 

 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



受注高・売上高・受注残高の状況 

  

（受注高） 

  

（売上高） 

  

（受注残高） 

  

  

６．その他の情報

区  分 

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）

比較増減 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21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(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

 環境装置事業  19,427   82.5   21,078   95.3   1,651   8.5   34,660   86.7

 建設事業   4,118   17.5   1,044   4.7   △3,074   △74.6   5,307   13.3

計   23,546   100.0   22,123   100.0   △1,423   △6.0   39,968   100.0

区  分 

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）

比較増減 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21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(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

 環境装置事業  12,282   79.1   11,123   86.9   △1,159   △9.4   33,082   83.4

 建設事業   3,242   20.9   1,674   13.1   △1,568   △48.4   6,602   16.6

計   15,525   100.0   12,797   100.0   △2,728   △17.6   39,684   100.0

区  分 

前第２四半期連結累計期間末 

（平成20年９月30日）  

当第２四半期連結累計期間末

（平成21年９月30日） 
比較増減 

前連結会計年度末 

（平成21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(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

 環境装置事業  23,049   85.6   27,437   96.2   4,388   19.0   17,482   91.1

 建設事業   3,871   14.4   1,071   3.8   △2,800   △72.3   1,700   8.9

計   26,920   100.0   28,509   100.0   1,589   5.9   19,183   100.0
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