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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 3,732 △69.7 △660 ― △875 ― △546 ―
21年3月期第2四半期 12,324 ― 468 ― 343 ― 165 ―

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 △55.35 ―
21年3月期第2四半期 16.26 ―

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 15,086 7,949 52.6 803.60
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2四半期  7,930百万円 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
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 ― ― ― 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 12,949 △39.5 △602 ― △842 ― △543 ― △55.02
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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、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２四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2四半期 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2四半期 282,704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2四半期 9,869,299株 21年3月期第2四半期 10,150,333株
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  当第２四半期（６か月）におけるわが国経済は、在庫調整の進展や追加経済対策等により一部の企業収益が下げ

止まる動きが見られるなど最悪期を脱した感もありますが、本格的な回復には至らず、設備投資抑制の継続、雇用

情勢の悪化、個人消費の低迷等が続くなど、依然厳しい状況にありました。 

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

International）が発表した2009年第２四半期の世界半導体製造装置出荷額が前期比13％減、前年同期比66％減

（受注額は前期比83％増、前年同期比58％減）と設備投資動向に未だ回復の兆しが見えず、厳しい環境が続いてお

ります。 

  このような状況のもと、製薬関連企業など従来の当社主力先である半導体関連以外の業界向けの販売を強化する

とともに、中国・韓国において液晶関連の地場企業からの受注を獲得するなど営業力の強化に注力いたしました

が、主力である半導体関連業界の設備投資動向は予想以上に回復が遅れ、水処理装置の売上高は13億５千９百万円

（前年同期比83.9％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は一部に回復が見られたものの

依然低水準であったことから、メンテナンス及び消耗品の売上高は21億５千８百万円（同38.0％減）、その他の事

業の売上高は２億１千４百万円（同48.8％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１億８千

３百万円の削減を実現したものの、減収による影響を吸収できなかったことに加え、円高の進展に伴い１億６千２

百万円の為替差損を計上いたしました。 

  この結果、当第２四半期（６か月）連結会計期間の業績は、売上高37億３千２百万円（前年同期比69.7％減）と

なり、営業損失６億６千万円（前年同期は４億６千８百万円の営業利益）、経常損失８億７千５百万円（前年同期

は３億４千３百万円の経常利益）、四半期純損失５億４千６百万円（前年同期は１億６千５百万円の四半期純利

益）となりました。  

  当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて25億９千万円減少し、150億８千６百万円となりまし

た。これは主に、流動資産のうち現金及び預金が11億９千１百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が39億８

千万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20億６千８百万円減少し、71億３千６百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金が10億８千１百万円、１年内償還予定の社債が４億５千万円それぞれ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５億２千２百万円減少し、79億４千９百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が６億２千７百万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２四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11億９千１百

万円増加し、35億９千９百万円となりました。当第２四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、21億８千８百万円（前年同期は10億１千５百万円の使用）となりました。これ

は主に、売上債権の減少が39億８千３百万円となった一方で、仕入債務の減少が10億８千９百万円となったこと等

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、５千４百万円（前年同期は８億１千７百万円の使用）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、貸付金の回収による収入６千３百万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、９億２千２百万円（前年同期は14億７千５百万円の獲得）となりました。これ

は主に、短期借入金の返済による支出２億３千万円、長期借入金の返済による支出２億３千万円、社債の償還によ

る支出４億５千万円等によるものであります。  

  平成21年10月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

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
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 特定子会社の異動はありません。  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四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２四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２四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。 

〔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146,711千円増加し、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26,191千円増加しております。 

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
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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 3,742,181 2,550,335 

受取手形及び売掛金 4,747,301 8,728,130 

有価証券 － 47 

商品及び製品 51,536 38,861 

仕掛品 1,340,748 1,162,577 

原材料及び貯蔵品 223,483 229,605 

その他 1,138,480 1,143,079 

貸倒引当金 △13,026 △7,892 

流動資産合計 11,230,705 13,844,745 

固定資産   

有形固定資産 1,769,524 1,838,457 

無形固定資産   

のれん 180,681 203,266 

その他 609,712 662,481 

無形固定資産合計 790,393 865,747 

投資その他の資産 1,295,786 1,127,788 

固定資産合計 3,855,704 3,831,994 

資産合計 15,086,409 17,676,740 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 835,974 1,917,602 

短期借入金 4,211,700 4,414,350 

1年内償還予定の社債 － 450,000 

製品保証引当金 68,999 103,399 

工事損失引当金 182,546 154,422 

賞与引当金 208,196 172,923 

役員賞与引当金 3,042 6,221 

その他 873,973 1,087,395 

流動負債合計 6,384,431 8,306,315 

固定負債   

長期借入金 121,600 232,300 

退職給付引当金 267,710 261,589 

役員退職慰労引当金 1,670 3,804 

その他 361,553 401,179 

固定負債合計 752,535 898,873 

負債合計 7,136,966 9,205,188 
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（単位：千円）

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 2,236,800 2,236,800 

資本剰余金 2,011,694 2,011,694 

利益剰余金 3,881,480 4,509,029 

自己株式 △131,159 △131,157 

株主資本合計 7,998,814 8,626,366 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,235 10,351 

為替換算調整勘定 △78,072 △185,320 

評価・換算差額等合計 △67,837 △174,968 

少数株主持分 18,465 20,153 

純資産合計 7,949,442 8,471,551 

負債純資産合計 15,086,409 17,676,740 
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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：千円）

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 12,324,858 3,732,175 

売上原価 10,400,405 3,119,716 

売上総利益 1,924,453 612,459 

販売費及び一般管理費 1,456,153 1,272,720 

営業利益又は営業損失（△） 468,299 △660,261 

営業外収益   

受取利息 20,221 1,862 

受取配当金 3,815 1,338 

受取家賃 － 6,983 

法人税等還付加算金 10,175 － 

その他 11,099 1,900 

営業外収益合計 45,312 12,085 

営業外費用   

支払利息 34,579 36,038 

為替差損 105,867 162,891 

持分法による投資損失 18,982 21,893 

その他 10,372 6,258 

営業外費用合計 169,802 227,082 

経常利益又は経常損失（△） 343,809 △875,258 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 30 430 

特別利益合計 30 430 

特別損失   

固定資産除却損 3,198 279 

投資有価証券評価損 10,417 － 

その他 678 － 

特別損失合計 14,294 279 

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（△）

329,544 △875,107 

法人税、住民税及び事業税 103,735 △325,083 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 60,742 △3,741 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 165,065 △546,282 
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

329,544 △875,107 

減価償却費 126,960 143,415 

のれん償却額 － 23,393 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,909 4,721 

賞与引当金の増減額（△は減少） 111,366 35,272 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,188 △3,042 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 10,288 △35,065 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 22,761 16,531 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △53,100 5,401 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △172 △2,133 

受取利息及び受取配当金 △24,036 △3,201 

支払利息 34,579 36,038 

為替差損益（△は益） △20,976 94,123 

持分法による投資損益（△は益） 18,982 21,893 

投資有価証券売却損益（△は益） 0 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 10,417 － 

固定資産除却損 3,198 279 

保険解約損益（△は益） 5,096 1,193 

売上債権の増減額（△は増加） △1,960,321 3,983,538 

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,460 △136,312 

前渡金の増減額（△は増加） 19,826 △8,631 

その他の資産の増減額（△は増加） 154,515 342,430 

仕入債務の増減額（△は減少） △797,975 △1,089,321 

未払消費税等の増減額（△は減少） 54,765 △12,900 

前受金の増減額（△は減少） 160,673 126,607 

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） 470,541 △272,503 

小計 △1,350,711 2,369,302 

利息及び配当金の受取額 21,797 3,336 

利息の支払額 △27,027 △36,494 

法人税等の支払額 △141,174 △148,450 

法人税等の還付額 481,863 1,294 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,015,251 2,188,988 
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（単位：千円）

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) 

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 － 46 

有形固定資産の取得による支出 △440,347 △18,482 

無形固定資産の取得による支出 △389,531 △1,951 

投資有価証券の取得による支出 － △98,200 

投資有価証券の売却による収入 0 － 

子会社株式の取得による支出 － △20,000 

敷金及び保証金の差入による支出 △10,024 △18,902 

敷金及び保証金の回収による収入 9,585 14,899 

保険積立金の積立による支出 △15,450 △10,546 

保険積立金の解約による収入 76,696 36,740 

貸付けによる支出 △48,000 － 

貸付金の回収による収入 － 63,000 

その他 △877 △1,040 

投資活動によるキャッシュ・フロー △817,949 △54,438 

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 2,300,000 143,622 

短期借入金の返済による支出 △300,000 △230,022 

長期借入金の返済による支出 △309,700 △230,700 

社債の償還による支出 － △450,000 

リース債務の返済による支出 △6,945 △7,203 

自己株式の取得による支出 △4,744 △2 

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 1,475,570 △922,346 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △129,714 △20,359 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △487,344 1,191,845 

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 3,398,676 3,599,181 
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 該当事項はありません。 

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第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） 

 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。 

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

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） 

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
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  4,490,793  1,958,854  99,817  6,549,465  －  6,549,465

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 107,655  58,153  623  166,433 (166,433)  －

計  4,598,448  2,017,008  100,441  6,715,898 (166,433)  6,549,465

営業利益又は営業損失（△）  516,166  79,852  △6,774  589,244 (240,019)  349,225

  
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  1,750,992  161,439  3,499  1,915,930  －  1,915,930

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 22,580  13,075  －  35,656 (35,656)  －

計  1,773,572  174,515  3,499  1,951,586 (35,656)  1,915,930

営業利益又は営業損失（△）  △59,579  12,835  △11,417  △58,161 (195,350)  △253,512

  
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  8,524,326  3,669,111  131,419  12,324,858  －  12,324,858

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 164,610  68,378  623  233,613 (233,613)  －

計  8,688,937  3,737,490  132,043  12,558,471 (233,613)  12,324,858

営業利益又は営業損失（△）  569,486  338,307  △6,999  900,793 (432,493)  468,299
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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） 

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

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） 

  

 該当事項はありません。 

  

  
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  3,514,835  213,798  3,541  3,732,175  －  3,732,175

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 33,989  32,397  －  66,386 (66,386)  －

計  3,548,824  246,195  3,541  3,798,562 (66,386)  3,732,175

営業損失（△）  △198,091  △38,902  △31,342  △268,337 (391,923)  △660,261

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,410,980  100,441  4,511,421

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  6,549,465

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 67.3  1.5  68.9

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  447,028  3,499  450,528

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  1,915,930

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 23.3  0.2  23.5

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  7,983,899  132,043  8,115,942

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  12,324,858

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 64.8  1.1  65.9

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  804,249  3,541  807,790

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  3,732,175

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.5  0.1  21.6

（６）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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