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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 21,492 △11.0 △608 ― △412 ― △401 ―

21年3月期第3四半期 24,135 ― △897 ― △762 ― △594 ―

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3四半期 △12.99 ―

21年3月期第3四半期 △19.22 ―

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3四半期 29,751 12,811 43.1 413.96
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3四半期  12,811百万円 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ご参照くださ
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3四半期 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3四半期  64,181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3四半期 30,949,941株 21年3月期第3四半期 30,955,161株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国向けを中心とした輸出の増加などにより一部回復傾向を

示したものの、円高やデフレの進行によって依然として厳しい状態のまま推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループをあげて受注の確保に取組むとともに、柏工場を当社のメイン工場として

工場間の連携を強化して機器内製化を加速し、ものづくりの強化に取組みました。 

 この結果、第３四半期連結累計期間の受注高は34,052百万円（前年同期比8.4％増）、売上高は21,492百万円（前

年同期比11.0％減）、受注残高は31,743百万円（前年同期比21.2％増）となりました。 

一方損益面におきましては、経常損失412百万円（前年同期は経常損失762百万円）、四半期純損失は401百万円

（前年同期は四半期純損失594百万円）となりました。 

事業別の概況は次のとおりであります。 

 環境装置事業では、設備投資の低迷により民需向け産業機器の受注が減少したものの、汚泥再生処理センターや

下水処理装置の受注が好調で、環境装置事業の受注高は32,751百万円（前年同期比23.5％増）、売上高は19,371百

万円（前年同期比4.6％減）、受注残高は30,862百万円（前年同期比39.5％増）となりました。 

 建設事業におきましては、設備投資の抑制から受注高は1,301百万円（前年同期比73.4％減）、売上高は2,120百

万円（前年同期比44.5％減）、受注残高は881百万円（前年同期比78.3％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３四半期連結会計期間末の資産合計は、29,751百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,004百万円減少

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。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ4,481百万円減少し、16,939百万円となりました。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524百万円減少の12,811百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第３四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257百万円増加し、

3,782百万円となりました。 

 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3,006百万

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847百万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1,889百万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３四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３四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３四半期連結累計期間の売上高は1,782百万円増加し、営業損失及び経常損失はそれぞれ

325百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は326百万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３四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「シンジケートロ

ーン手数料」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四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３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「シンジケートローン手数

料」は16百万円であります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

前第３四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３四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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,782 3,525

受取手形及び売掛金 10,860 18,041

商品及び製品 123 147

仕掛品 2,421 1,499

原材料及び貯蔵品 556 565

その他 1,164 792

貸倒引当金 △13 △46

流動資産合計 18,895 24,525

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,370 2,194

土地 6,322 6,322

その他（純額） 803 506

有形固定資産合計 9,496 9,023

無形固定資産 67 76

投資その他の資産   

投資有価証券 911 627

その他 408 528

貸倒引当金 △27 △26

投資その他の資産合計 1,292 1,129

固定資産合計 10,855 10,230

資産合計 29,751 34,755



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,267 11,422

短期借入金 2,715 4,278

前受金 1,258 657

賞与引当金 332 631

その他の引当金 169 182

その他 1,043 1,103

流動負債合計 13,786 18,274

固定負債   

長期借入金 30 160

退職給付引当金 1,322 1,003

役員退職慰労引当金 43 60

負ののれん 398 569

その他 1,357 1,352

固定負債合計 3,152 3,146

負債合計 16,939 21,420

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 8,860 9,447

自己株式 △25 △25

株主資本合計 12,738 13,326

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 73 8

評価・換算差額等合計 73 8

純資産合計 12,811 13,335

負債純資産合計 29,751 34,755



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 24,135 21,492

売上原価 20,956 18,296

売上総利益 3,179 3,196

販売費及び一般管理費 4,076 3,805

営業損失（△） △897 △608

営業外収益   

受取利息及び配当金 23 13

負ののれん償却額 170 170

その他 39 67

営業外収益合計 234 252

営業外費用   

支払利息 15 12

為替差損 41 16

シンジケートローン手数料 － 16

その他 42 10

営業外費用合計 99 55

経常損失（△） △762 △412

特別利益   

貸倒引当金戻入額 30 34

その他 4 －

特別利益合計 35 34

特別損失   

投資有価証券評価損 56 －

事務所移転費用 － 69

その他 17 2

特別損失合計 74 71

税金等調整前四半期純損失（△） △801 △448

法人税等 △206 △46

四半期純損失（△） △594 △401



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △801 △448

減価償却費 226 230

のれん償却額 76 －

負ののれん償却額 △170 △170

売上債権の増減額（△は増加） 1,134 7,180

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,048 △888

仕入債務の増減額（△は減少） △1,612 △3,154

前受金の増減額（△は減少） △250 601

法人税等の支払額 △264 △59

その他 93 △285

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,616 3,006

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 △159 △686

投資有価証券の取得による支出 － △196

その他 △7 35

投資活動によるキャッシュ・フロー △166 △847

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） 860 △1,400

長期借入金の返済による支出 △398 △293

配当金の支払額 △185 △185

その他 △6 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 269 △1,889

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,512 257

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 3,829 3,782



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間 

 「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３四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３四半期連結累計期間の売上高は環境装置事業が1,615百万円、建設事業が167百万

円それぞれ増加し、営業損益は環境装置事業の営業損失が318百万円減少し、建設事業の営業利益が６百万

円増加しております。 

  

（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  20,311  3,824  24,135  －  24,135

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  20,311  3,824  24,135  －  24,135

営業利益又は営業損失(△)  △1,053  156  △897  －  △897

  
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  19,371  2,120  21,492  －  21,492

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  19,371  2,120  21,492  －  21,492

営業利益又は営業損失(△)  △611  2  △608  －  △608

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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日  

  至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31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  26,526   84.4   32,751   96.2   6,225   23.5   34,660   86.7

 建設事業   4,898   15.6   1,301   3.8   △3,597   △73.4   5,307   13.3

計   31,425   100.0   34,052   100.0   2,627   8.4   39,968   100.0

区  分 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日  

  至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31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  20,311   84.2   19,371   90.1   △940   △4.6   33,082   83.4

 建設事業   3,824   15.8   2,120   9.9   △1,704   △44.5   6,602   16.6

計   24,135   100.0   21,492   100.0   △2,643   △11.0   39,684   100.0

区  分 

前第３四半期連結累計期間末 

（平成20年12月31日）  

当第３四半期連結累計期間末

（平成21年12月31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  22,119   84.5   30,862   97.2   8,743   39.5   17,482   91.1

 建設事業   4,069   15.5   881   2.8   △3,188   △78.3   1,700   8.9

計   26,188   100.0   31,743   100.0   5,555   21.2   19,183   100.0
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