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1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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３四半期 37,610 3.1 △194 ─ △81 ─ △53 ─

22年３月期第３四半期 36,485 △6.7 △838 ─ △732 ─ △414 ─

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３四半期 △1.20 ─

22年３月期第３四半期 △9.26 ─

 (2) 連結財政状態

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３四半期 78,186 43,372 55.5 974.22

22年３月期 89,809 44,603 49.7 1,003.29

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 43,372百万円 22年３月期 44,603百万円

2. 配当の状況

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 ─ 7 .00 ─ 8 .00 15 .00

23年３月期 ─ 7 .00 ─

23年３月期(予想) 8 .00 15 .00

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）
(％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 68,000 0.5 2,300 18.2 2,300 13.9 1,250 65.8 28.08



  
  

 

 
(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であります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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および合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後様々な要因により大きく異なる可

能性があります。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P. 5「その他の情報」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

(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であります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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であります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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３Ｑ 45,625,800株 22年３月期 45,625,800株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 1,105,890株 22年３月期 1,168,399株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 44,507,389株 22年３月期３Ｑ 44,784,545株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、日本国内においては企業収益の改善とともに生産

水準が堅調に推移し、設備投資に持ち直しの動きが見られはじめたものの、慢性的なデフレや不安定な

雇用状況、円高による輸出産業への影響等、景気の先行きには依然不透明な状況が継続しております。 

 当社グループが関連する機械業界では、国内の公共投資が依然低調に推移したのを受け、上下水道分

野の機械設備の需要は引き続き低調な状況でした。一方、産業機械分野においては、国内の設備投資は

持ち直しの動きが見えており、海外においても、新興国、資源国を中心とした設備投資需要は旺盛な状

況が続きました。   

 このような状況の下で当社グループは、平成22年度を初年度とする３ヶ年の中期経営計画を立て、世

界的に関心の高まる環境やエネルギーをキーワードに事業活動を展開してまいりました。 

 国内の上下水道市場を主要マーケットとする水環境事業においては、浄水場や下水処理場における汚

泥処理設備およびそれら設備の補修工事を中心とした営業活動を展開してまいりました。また、国内外

の民需を主要マーケットとする産業事業においては、国内外の化学、鉄鋼、食品分野向けに各種プラン

ト設備および単体機器の他、環境関連では廃液燃焼設備や溶剤回収設備等の営業活動を展開してまいり

ました。 

 また、中期経営計画の重点施策の一つであるコストダウンの取り組みとして、海外を含む新規ベンダ

ーの発掘や外国企業との協業を通じて、主要機器や主要設備のコストダウンを引き続き行ってまいりま

した。  

その結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、次のとおりとなりました。  

 受注高は596億35百万円（前年同期比56億72百万円の増加）、売上高は376億10百万円（前年同期比11

億25百万円の増収）となりました。また、損益面につきましては、営業利益は△１億94百万円（前年同

期比６億43百万円の改善）、経常利益は△81百万円（前年同期比６億50百万円の改善）、四半期純利益

は△53百万円（前年同期比３億61百万円の改善）となりました。  

 なお、当社グループの売上高は第４四半期に集中する傾向にあり、年間売上高に占める第３四半期連

結累計期間の割合は小さくなっております。  

  

当社グループは、報告セグメントの事業の概要および業績について、国内の上下水道設備を主要マー

ケットとする水環境事業と、国内外の化学、鉄鋼、食品等の産業用設備および廃液や固形廃棄物処理等

環境関連設備を主要マーケットとする産業事業に区分しております。  

  
 

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

報告セグメント 主要な事業内容

 水環境事業 １）浄水場・下水処理場等プラントの設計・建設

２）上記プラントに使用される脱水機、乾燥機、焼却炉等各種単体機器の設計・製造・販売

３）浄水場・下水処理場におけるPFI(注１)、DBO(注２)事業

４）浄水場・下水処理場設備の運転・維持管理・補修およびこれらに付随する業務

 産業事業 １）化学、鉄鋼、食品等プラントの設計・建設

２）上記プラントに使用されるろ過機、分離機、乾燥機、ガスホルダ等各種単体機器の設計・製
造・販売

３）廃液・廃水・固形廃棄物処理等プラントの設計・建設

４）バイオマスエタノール製造プラントの設計・建設

５）真空技術応用装置および関連部品の設計・製造・販売

６）一般・産業廃棄物処理事業
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（注）１：PFI（Private Finance Initiative） 

施設整備を伴う公共サービスにおいて、民間の有する資金、技術、効率的な運用ノウハウなどを活用

する仕組み 

 ２：DBO（Design Build Operate） 

事業会社に施設の設計（Design）、建設（Build）、運営（Operate）を一括して委ね、施設の保有と

資金の調達は行政が行う方式 

  

各セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  

(水環境事業)  

水環境事業においては、公共投資の縮減により機械設備の需要は低迷しておりますが、浄水場、

下水処理場における複数年および包括O&M業務(注)や設備建設と長期の維持管理業務を一体化した

PFI、DBO事業等の発注は増加しております。  

 このような状況の下、当社グループはそれらO&M業務およびPFI、DBO事業の営業活動を継続する

とともに、各種水処理設備、汚泥処理設備とそれら設備の補修工事の営業活動を展開してまいりま

した。    

その結果、当第３四半期連結累計期間における水環境事業の受注高は347億26百万円（前年同期

比45億８百万円の減少）となり、売上高は211億27百万円（前年同期比２億60百万円の減収）とな

りました。営業利益は41百万円（前年同期比75百万円の増益）となりました。  

  

（注）包括O&M業務  

設備の運転管理業務だけでなく、設備の補修工事および薬品等の供給も含めた包括的な維持管理業務 

  

(産業事業)  

産業事業においては、国内は各分野における企業の設備過剰感が弱まり、設備投資に持ち直しの

動きが見えてまいりました。また海外においては、中国等のアジア地域を中心とした新興国および

資源国で設備投資が旺盛になってまいりました。  

 このような状況の下、当社グループは海外にも注力し、国内外の化学、鉄鋼、食品分野におい

て、各種プラント設備やろ過機、分離機、乾燥機、ガスホルダ等の単体機器の営業活動を展開する

とともに、環境関連では廃液燃焼設備や溶剤回収設備等の営業活動を継続展開してまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における産業事業の受注高は248億88百万円（前年同期比

101億61百万円の増加）となり、売上高は164億64百万円（前年同期比13億66百万円の増収）となり

ました。営業利益は△２億99百万円（前年同期比５億５百万円の改善）となりました。  

  

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)および「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。 

したがって、各セグメントの業績の前年同期比較に関する情報は、参考として記載しておりま

す。 

  

(追加情報)
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当第３四半期連結会計期間末の資産合計は781億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ116億23

百万円減少しました。これは主に、仕掛品の増加24億37百万円等はあったものの、売上債権の回収に

より受取手形及び売掛金が140億43百万円減少したこと等によるものであります。  

 負債合計は348億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ103億91百万円減少しました。これは主

に、支払手形及び買掛金が86億63百万円、未払法人税等が５億27百万円および賞与引当金が７億44百

万円それぞれ減少したこと等によるものであります。  

 純資産合計は433億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億31百万円減少しました。これは

主に、配当金の支払等により利益剰余金が６億14百万円、株式等時価評価によりその他有価証券評価

差額金が７億39百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。  

  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は147億71百万円となり、前連結

会計年度末に比べ、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額１億32百万円を含め５億29百万円増

加しました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の

とおりであります。 

  

営業活動の結果得られた資金は、15億61百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額

24億19百万円、仕入債務の減少額87億43百万円および法人税等の支払額11億６百万円等の減少要因

はあったものの、売上債権の回収による売上債権の減少額142億22百万円等の増加要因があったこ

とによるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、２億75百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出２億54百万円等によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、８億88百万円となりました。これは主に、長期借入金の借入れ

による収入２億円等の増加要因はあったものの、長期借入金の返済による支出４億53百万円および

配当金の支払額６億67百万円等の減少要因があったことによるものであります。 

  

平成22年５月13日に「平成22年３月期 決算短信」で公表しました平成23年３月期の業績予想を変更

しておりません。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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

て計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。 

 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。 

  

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)および「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、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失は６百万円それぞれ増加し、税金

等調整前四半期純利益は153百万円減少しております。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167百万円であります。 

 なお、資産除去債務は、固定負債「その他」に含めて表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 簡便な会計処理

② 特有の会計処理

税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

会計処理基準に関する事項の変更 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
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3. 連結財務諸表等

(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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,811 13,291

受取手形及び売掛金 21,000 35,043

有価証券 3,000 1,000

仕掛品 6,465 4,027

原材料及び貯蔵品 148 157

その他 3,469 2,809

貸倒引当金 △42 △313

流動資産合計 45,853 56,016

固定資産

有形固定資産 12,915 13,187

無形固定資産 1,263 1,757

投資その他の資産

投資有価証券 13,934 15,176

その他 4,453 3,914

貸倒引当金 △233 △241

投資その他の資産合計 18,154 18,848

固定資産合計 32,333 33,793

資産合計 78,186 89,809

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,065 19,728

短期借入金 200 200

1年内返済予定の長期借入金 1,297 622

未払法人税等 261 789

前受金 4,878 4,161

賞与引当金 757 1,502

完成工事補償引当金 1,060 1,142

工事損失引当金 205 263

その他 4,347 5,318

流動負債合計 24,073 33,728

固定負債

長期借入金 4,071 4,999

長期未払金 968 1,037

退職給付引当金 5,377 5,240

役員退職慰労引当金 97 118

その他 226 80

固定負債合計 10,740 11,476

負債合計 34,814 45,205
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,646 6,646

資本剰余金 5,485 5,485

利益剰余金 31,918 32,533

自己株式 △588 △646

株主資本合計 43,462 44,018

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △64 674

繰延ヘッジ損益 △25 △89

評価・換算差額等合計 △90 584

純資産合計 43,372 44,603

負債純資産合計 78,186 89,809
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(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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 36,485 37,610

売上原価 30,605 31,082

売上総利益 5,879 6,528

販売費及び一般管理費

見積設計費 699 760

役員報酬及び従業員給与・諸手当・賞与・福利費 2,549 2,758

貸倒引当金繰入額 － 15

賞与引当金繰入額 166 171

退職給付引当金繰入額 177 155

役員退職慰労引当金繰入額 38 18

その他 3,086 2,841

販売費及び一般管理費合計 6,717 6,722

営業損失（△） △838 △194

営業外収益

受取利息 18 16

受取配当金 245 249

持分法による投資利益 6 8

その他 69 14

営業外収益合計 340 288

営業外費用

支払利息 132 117

その他 102 58

営業外費用合計 234 175

経常損失（△） △732 △81

特別利益

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 76 279

その他 0 8

特別利益合計 77 287

特別損失

固定資産除売却損 0 3

投資有価証券評価損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 146

その他 － 2

特別損失合計 1 152

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（△）

△656 53

法人税等 △244 107

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △53

少数株主利益 2 －

四半期純損失（△） △414 △53
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△656 53

減価償却費 1,164 1,072

のれん償却額 － 34

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 83

賞与引当金の増減額（△は減少） △778 △805

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △222 △27

貸倒引当金の増減額（△は減少） △95 △280

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △910 △83

工事損失引当金の増減額（△は減少） △21 △57

受取利息及び受取配当金 △264 △265

支払利息 132 117

持分法による投資損益（△は益） △6 △8

有形固定資産除売却損益（△は益） △0 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 146

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △8

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 21,323 14,222

前受金の増減額（△は減少） 1,818 716

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,080 △2,419

仕入債務の増減額（△は減少） △9,016 △8,743

その他 △331 △1,242

小計 8,101 2,509

利息及び配当金の受取額 264 273

利息の支払額 △127 △115

法人税等の支払額 △649 △1,106

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,590 1,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △126 △254

有形固定資産の売却による収入 3 0

無形固定資産の取得による支出 △70 △13

投資有価証券の取得による支出 △703 △118

投資有価証券の売却による収入 0 107

貸付けによる支出 △5 －

貸付金の回収による収入 5 3

その他の支出 △68 △25

その他の収入 57 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △908 △275
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（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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 500 500

短期借入金の返済による支出 △500 △500

長期借入れによる収入 － 200

長期借入金の返済による支出 △447 △453

リース債務の返済による支出 △4 △8

自己株式の売却による収入 － 49

自己株式の取得による支出 △524 △8

配当金の支払額 △675 △667

少数株主への配当金の支払額 △11 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,662 △888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,019 397

現金及び現金同等物の期首残高 8,782 14,241

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 132

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,801 14,771
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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21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 水環境事業……浄水場・下水処理場の脱水設備、乾燥設備、焼却設備等の汚泥処理プラント、各種単体機

器、浄水場・下水処理場におけるPFI、DBO、浄水場・下水処理場設備の運転・維持管理・

補修等  

(2) 産業事業………化学・鉄鋼・食品等プラント、ろ過機、分離機、乾燥機、ガスホルダ等各種単体機器、廃

液・廃水・固形廃棄物処理等プラント、バイオマスエタノール製造プラント、真空技術応

用装置、一般・産業廃棄物処理等  

３ 完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更 

   第１四半期連結会計期間から、「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)

および「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。  

 これにより、従来の方法と比較して、当第３四半期連結累計期間の水環境事業の売上高は1,906百万円増

加し、営業損失は337百万円減少しており、産業事業の売上高は632百万円増加し、営業損失は80百万円減少

しております。  

  

前第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) 

在外連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

水環境事業
(百万円)

産業事業
(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 21,387 15,097 36,485 ― 36,485

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 21,387 15,097 36,485 (―) 36,485

  営業損失（△） △33 △804 △838 (―) △838

【所在地別セグメント情報】
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前第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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………韓国、サウジアラビア、中国 

(2) その他の地域……ポーランド、ブラジル、ハンガリー 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更 

   第１四半期連結会計期間から、「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)

および「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。  

 これにより、従来の方法と比較して、当第３四半期連結累計期間の海外売上高はアジアにおいて203百万

円増加しております。 

  

当社の報告セグメントは、当社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およ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もので

あります。 

当社グループは、国内の上下水道設備を主要マーケットとする水環境事業と、国内外の化学、鉄鋼、

食品等の産業用設備および廃液や固形廃棄物処理等環境関連設備を主要マーケットとする産業事業を中

心に事業活動を展開していることから、「水環境事業」、「産業事業」の２つを報告セグメントとして

おります。 

各報告セグメント別の主要な事業内容は、以下のとおりであります。 

  
 

  

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,014 594 4,609

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 36,485

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

11.0 1.6 12.6

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

報告セグメント 主要な事業内容

 水環境事業 １）浄水場・下水処理場等プラントの設計・建設

２）上記プラントに使用される脱水機、乾燥機、焼却炉等各種単体機器の設計・製造・販売

３）浄水場・下水処理場におけるPFI、DBO事業

４）浄水場・下水処理場設備の運転・維持管理・補修およびこれらに付随する業務

 産業事業 １）化学、鉄鋼、食品等プラントの設計・建設

２）上記プラントに使用されるろ過機、分離機、乾燥機、ガスホルダ等各種単体機器の設計・製
造・販売

３）廃液・廃水・固形廃棄物処理等プラントの設計・建設

４）バイオマスエタノール製造プラントの設計・建設

５）真空技術応用装置および関連部品の設計・製造・販売

６）一般・産業廃棄物処理事業
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

(単位：百万円)

 
(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、検査・分析、印刷・製本、不動

産賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失であります。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

(単位：百万円) 

 
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています。 

  

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)および「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。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント
その他
(注) １

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

水環境事業 産業事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 21,127 16,464 37,591 19 37,610 ― 37,610

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

15 46 62 813 875 △875 ―

計 21,142 16,510 37,653 833 38,486 △875 37,610

セグメント利益又は損失（△） 41 △299 △257 62 △194 ― △194

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

［関連情報］

地域ごとの情報

売上高

日本 アジア その他の地域 計

31,678 4,602 1,330 37,610

(追加情報)

(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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① 受注実績 

  
 

  

② 売上実績 

  
 

  

③ 受注残高 

  
 

  

（注）上記の表の前年同期比較に関する情報は、参考として記載しております。 

  

4. 補足情報

受注、売上及び受注残高の状況

セグメントの名称

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

比較増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 前年同期比(％)

水環境事業 39,235 34,726 △4,508 △11.5

産業事業 14,727 24,888 10,161 69.0

小 計 53,962 59,615 5,653 10.5

その他 ― 19 19 ―

合  計 53,962 59,635 5,672 10.5

内 海外受注高 5,324 15,648 10,323 193.9

  海外の割合(％) 9.9 26.2 ― ―

セグメントの名称

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

比較増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 前年同期比(％)

水環境事業 21,387 21,127 △260 △1.2

産業事業 15,097 16,464 1,366 9.1

小 計 36,485 37,591 1,106 3.0

その他 ― 19 19 ―

合  計 36,485 37,610 1,125 3.1

内 海外売上高 4,609 5,932 1,322 28.7

海外の割合(％) 12.6 15.8 ― ―

セグメントの名称

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

比較増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 前年同期比(％)

水環境事業 61,572 60,607 △965 △1.6

産業事業 21,979 28,157 6,177 28.1

小 計 83,552 88,764 5,212 6.2

その他 ― 0 0 ―

合  計 83,552 88,764 5,212 6.2

内 海外受注残高 7,777 17,866 10,088 129.7

海外の割合(％) 9.3 20.1 ― ―
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