
  

１．平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 
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（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 ％ 

23年３月期第２四半期  14,111  △33.1  69 △94.4  67  △93.3  △89  －

22年３月期第２四半期  21,089  △3.1  1,242  △9.1  1,015  △11.7  673  0.5

  
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 

23年３月期第２四半期  △1  13  －      

22年３月期第２四半期  8  51  －      

  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 

23年３月期第２四半期  41,609  19,985  48.0  252  74

22年３月期  47,400  21,053  44.4  266  24

（参考）自己資本 23年３月期第２四半期 19,985百万円 22年３月期 21,053百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －      5 00  5  00

23年３月期  －        0 00       

23年３月期（予想）     －      5 00  5  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  36,000  △17.9  750  △70.4  700  △64.2  400  △57.0  5  06

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。   

 なお、上記の予想に関する事項につきましては四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無

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） 23年３月期２Ｑ 79,139,500株 22年３月期 79,139,500株

②  期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 64,466株 22年３月期 59,354株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 79,076,806株 22年３月期２Ｑ 79,084,395株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前半は輸出や生産の一部に持ち直しの動きがみられました

が、厳しい雇用情勢により個人消費が伸び悩み、後半には急速な円高の進行と株安に伴い、企業収益が悪化し、民

間設備投資が低迷する等、景気は厳しさを増しながら推移いたしました。 

 このような事業環境の下、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は、前連結会計年度の受注

高減少を反映し、 百万円と前年同四半期に比べ ％の減少となりました。損益面におきましては、各種コ

スト低減に努めましたが、売上高の減少の影響が大きく、当第２四半期連結累計期間における連結営業利益 百万

円（前年同四半期比 ％減少）、連結経常利益 百万円（前年同四半期比 ％減少）となり、投資有価証券売

却益 百万円、投資有価証券評価損 百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 百万円の計上により

税金等を加減後の四半期純損失は 百万円となりました。  

 なお、当社グループでは、売上高が上半期に比べ下半期に、また、第２四半期連結会計期間末及び連結会計年度

末に偏る傾向があります。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

エンジニアリング事業については、売上高7,257百万円、経常損失574百万円となりました。 

単体機械事業については、売上高6,853百万円、経常利益642百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円とな

りました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少 百万円、株価下落により時価のある有価証券の評価差額

が減少したことによる投資有価証券の減少 百万円等の影響によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金の減少 百万円、未払法人税等の減少 百万円、その他流動負債の減少746百万円等の影響によるもので

あります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。これは主に配当金の支払い

及び四半期純損失の計上による利益剰余金の減少 百万円、その他有価証券評価差額金の減少 百万円等の影響

によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、営業活動によ

り獲得した資金を、固定資産の取得、配当金の支払い等に使用した結果、前連結会計年度末に比べ、 百万円減

少の 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は、 百万円となりました。これは、仕入債務の減少（ 百万円）、法人税等

の支払い（ 百万円）等により資金が減少いたしましたが、売上債権の減少（ 百万円）、減価償却費の計上

（ 百万円）等により資金が増加したこと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） 

 投資活動により使用した資金は 百万円となりました。これは、投資有価証券の売却による収入（ 百万円）

等がありましたが、固定資産の取得による支出（ 百万円）等に使用したこと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） 

 財務活動により使用した資金は、 百万円となりました。これは主に配当金の支払い（ 百万円）に使用した

ことによるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

14,111 33.1

69

94.4 67 93.3

95 102 92

89

5,790 41,609

4,637

1,168

4,721 21,624

3,382 547

1,068 19,985

484 582

260

8,678

297 3,382

568 4,637

474

148 202

347

404 395
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の業績は、平成22年10月29日に発表の「平成23年3月期第2四半期の業績予想値と実績値

との差異に関するお知らせ」に記載のとおり、売上高は、当初予想を若干上回りました。損益面につきましても、

特別損失の影響により四半期純損失となりましたが、コスト低減、諸経費の減少により、営業利益、経常利益及び

四半期純利益とも、当初の予想を上回る数値となりました。 

 今後の経済動向につきましては、円高、株安、世界経済の減速、国内の政策効果の息切れが重なり、景気が足踏

み状態にある中、企業は先行きへの警戒感を急速に強めており、予断を許さない状況にあります。 

 上記の経済動向を鑑み、通期の連結業績予想につきましては、売上高360.0億円、営業利益7.5億円、経常利益

7.0億円、当期純利益4.0億円を見込んでおります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ４百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が97百万円増加して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は115百万円であります。   

  

      単位：（百万円）

  5月14日公表 今回公表 差異 

売 上 高   37,000 36,000 △1,000

営 業 利 益   900   750   △150

経 常 利 益  800 700  △100

当 期 純 利 益   450 400  △50

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,679 8,940

受取手形及び売掛金 13,670 18,307

製品 811 760

仕掛品 1,876 1,834

材料貯蔵品 1,064 1,073

その他 1,012 965

貸倒引当金 △20 △29

流動資産合計 27,094 31,852

固定資産   

有形固定資産 4,833 5,024

無形固定資産 648 668

投資その他の資産   

投資有価証券 7,473 8,641

その他 1,650 1,267

貸倒引当金 △90 △54

投資その他の資産合計 9,033 9,854

固定資産合計 14,515 15,547

資産合計 41,609 47,400

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,686 10,069

短期借入金 3,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 747 747

未払法人税等 7 554

前受金 847 759

賞与引当金 691 701

完成工事補償引当金 82 65

受注工事損失引当金 8 －

工場建替費用引当金 456 467

その他 782 1,529

流動負債合計 13,309 17,893

固定負債   

長期借入金 2,200 2,200

退職給付引当金 5,654 5,838

役員退職慰労引当金 276 341

ＰＣＢ処理引当金 30 30

その他 153 42

固定負債合計 8,314 8,452

負債合計 21,624 26,346
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,956 3,956

資本剰余金 4,202 4,202

利益剰余金 10,215 10,700

自己株式 △15 △14

株主資本合計 18,360 18,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,625 2,207

評価・換算差額等合計 1,625 2,207

純資産合計 19,985 21,053

負債純資産合計 41,609 47,400
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 21,089 14,111

売上原価 16,924 11,029

売上総利益 4,165 3,082

販売費及び一般管理費 2,922 3,012

営業利益 1,242 69

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 96 103

貸倒引当金戻入額 43 －

その他 7 15

営業外収益合計 148 118

営業外費用   

支払利息 52 39

退職給付会計基準変更時差異の処理額 251 －

支払手数料 － 32

その他 71 49

営業外費用合計 375 120

経常利益 1,015 67

特別利益   

投資有価証券売却益 51 95

特別利益合計 51 95

特別損失   

投資有価証券評価損 － 102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 92

特別損失合計 － 195

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（△）

1,066 △31

法人税、住民税及び事業税 379 26

法人税等調整額 14 31

法人税等合計 393 57

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △89

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 673 △89
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

1,066 △31

減価償却費 463 474

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 27

賞与引当金の増減額（△は減少） △19 △9

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △75 △57

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △10 17

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △34 8

工場建替費用引当金の増減額（△は減少） － △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 141 △184

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 34 △65

受取利息及び受取配当金 △97 △103

支払利息 52 39

投資有価証券売却損益（△は益） △51 △95

投資有価証券評価損益（△は益） － 102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 92

売上債権の増減額（△は増加） 6,038 4,637

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,112 △82

前渡金の増減額（△は増加） △29 △64

仕入債務の増減額（△は減少） △6,645 △3,382

前受金の増減額（△は減少） △1,408 87

その他 △15 △596

小計 480 801

利息及び配当金の受取額 97 103

利息の支払額 △51 △38

法人税等の支払額 △1,121 △568

営業活動によるキャッシュ・フロー △595 297

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △508 △347

固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △2 △22

投資有価証券の売却による収入 66 202

長期貸付けによる支出 △0 △30

長期貸付金の回収による収入 3 2

その他 △2 47

投資活動によるキャッシュ・フロー △445 △148

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △6 △7

配当金の支払額 △553 △395

自己株式の取得による支出 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △560 △404

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,607 △260

現金及び現金同等物の期首残高 8,157 8,939

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,549 8,678
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 該当事項はありません。  

  

[事業の種類別セグメント情報]  

前第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 

事業区分は、内部管理上採用しているエンジニアリング事業、単体機械事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．会計処理の方法の変更 

（前第２四半期連結累計期間） 

 第１四半期連結会計期間より「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）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上高

は、エンジニアリング事業で153百万円、単体機械事業で22百万円、営業利益はエンジニアリング事業で20

百万円、単体機械事業で6百万円それぞれ増加しております。  

  

[所在地別セグメント情報] 

前第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

[海外売上高] 

前第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。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
エンジニアリ
ング事業 
（百万円） 

単体機械事業
（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  13,997  7,092  21,089  －  21,089

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  13,997  7,092  21,089 (－)  21,089

営業利益  190  1,052  1,242 (－)  1,242

事業区分 主要製品

エンジニアリング事業 

都市ガス・石油関連プラント、各種化学工業用プラント、水素製造装置、

下水処理装置、産業排水処理装置、各種水処理装置、バイオマス燃料製造

装置等 

単体機械事業 
油清浄機、各種分離機・ろ過機、海水取水用除塵設備、半導体排ガス除害

装置、攪拌機等 
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[セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている「エンジニア

リング事業」と「単体機械事業」を報告セグメントとしております。 

 報告セグメントは、製品別の事業セグメントからなり、同種の製品を扱う事業セグメントを集約しておりま

す。  

 「エンジニアリング事業」は、都市ガス・石油関連プラント、各種化学工業用プラント、水素製造装置、下水

処理装置、産業排水処理装置、各種水処理装置等の製品を取扱っております。 

 「単体機械事業」は、油清浄機、各種分離機・ろ過機、海水取水用除塵設備、半導体排ガス除害装置、攪拌機

等の製品を取扱っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

    （単位：百万円）

  
報告セグメント

合計 
エンジニアリング事業 単体機械事業

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高  7,257  6,853  14,111

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －

計  7,257  6,853  14,111

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失））  
 △574  642  67

（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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