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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 4,240 △10.0 5 △98.9 △43 ― △49 ―
23年3月期第1四半期 4,714 159.6 517 ― 411 ― 224 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △40百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 154百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △5.15 ―
23年3月期第1四半期 22.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 17,248 8,199 47.5
23年3月期 17,569 8,414 47.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,190百万円 23年3月期  8,405百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 18.00 18.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 10,226 △6.3 312 △51.0 281 △30.2 204 △44.8 20.75
通期 22,500 2.2 1,252 2.9 1,196 19.6 790 27.3 80.30



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

※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。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、添付資
料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想のに関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 10,152,000 株 23年3月期 10,152,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 472,102 株 23年3月期 472,102 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 9,679,898 株 23年3月期1Q 9,869,272 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月に起きた東日本大震災の影響により一時的に落ち

込みがあったものの、復興需要等を背景に持ち直しの兆しが見えてきましたが、一方で電力供給の制約、原油高

の影響や円高の進行等により景気の先行きは依然不透明な状況となりました。  

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

（SEMI）が発表した2011年第１四半期の半導体製造装置の出荷額は、新興国ではマイナスとなったものの欧米の

需要に支えられ前期比１％増となりました。 

このような状況下、当社グループは海外においては韓国、台湾及び中国を中心に半導体・液晶関連企業、国内

においては、引き合いが活発化した製薬関連企業等を中心に営業活動を展開いたしました。 

この結果、水処理装置につきましては、韓国、台湾及び中国の半導体・液晶関連企業から、国内においては製

薬関連企業等から純水製造装置を受注しましたが、アメリカでの純水装置工事が前連結会計年度で終了したこと

などにより、売上高は28億４千２百万円（前年同期比9.3％減）となりました。また、メンテナンス及び消耗品

は、国内においては東日本大震災の影響によりメンテナンス延期の動き等が見られ、売上高は11億３千２百万円

（同17.4％減）となり、その他の事業の売上高は２億６千６百万円（同27.4％増）となりました。 

利益面につきましては、減収に加え採算性の低い水処理装置工事の受注による売上総利益率の低下等により、

営業利益は大幅に減少し、また、円高の進行により為替差損４千４百万円を計上した結果、経常損失、四半期純

損失を計上いたしました。 

以上の結果、売上高は42億４千万円（同10.0％減）、営業利益は５百万円（同98.9％減）、経常損失は４千３

百万円（前年同期は４億１千１百万円の経常利益）、四半期純損失は４千９百万円（前年同期は２億２千４百万

円の四半期純利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて３億２千万円減少し、172億４千８百万円となりまし

た。これは主に、流動資産のうち現金及び預金が８億６千万円、仕掛品が６億５千４百万円それぞれ増加した一

方、受取手形及び売掛金が15億８千万円、その他流動資産が１億５千１百万円それぞれ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１億４百万円減少し、90億４千９百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が６億２千２百万円、短期借入金が２億３千２百万円それぞれ減少した一方、未払金が６億２千

２百万円増加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２億１千５百万円減少し、81億９千９百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が２億２千４百万円減少したこと等によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表しました連結業績予想に変更はありま

せん。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

税金費用については、当第１四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。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,641,071 4,501,969

受取手形及び売掛金 7,948,869 6,367,979

商品及び製品 60,515 38,738

仕掛品 514,617 1,169,484

原材料及び貯蔵品 148,459 149,649

その他 1,591,810 1,440,096

貸倒引当金 △14,488 △10,696

流動資産合計 13,890,854 13,657,221

固定資産   

有形固定資産 1,662,054 1,660,443

無形固定資産   

のれん 112,925 101,633

その他 455,189 435,056

無形固定資産合計 568,115 536,689

投資その他の資産 1,448,066 1,394,553

固定資産合計 3,678,236 3,591,686

資産合計 17,569,091 17,248,908

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,463,057 1,840,460

短期借入金 4,119,366 3,887,091

未払金 1,128,560 1,750,583

未払法人税等 145,986 －

製品保証引当金 205,946 180,312

工事損失引当金 50,564 59,759

賞与引当金 163,358 246,073

役員賞与引当金 21,563 24,884

資産除去債務 23,014 23,129

その他 257,799 518,348

流動負債合計 8,579,218 8,530,643

固定負債   

退職給付引当金 224,178 208,980

役員退職慰労引当金 26,287 28,654

資産除去債務 52,626 52,686

その他 272,203 228,596

固定負債合計 575,296 518,917

負債合計 9,154,514 9,049,560
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 4,574,699 4,350,540

自己株式 △281,195 △281,195

株主資本合計 8,541,998 8,317,839

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △20,265 △28,149

為替換算調整勘定 △115,838 △99,629

その他の包括利益累計額合計 △136,104 △127,779

少数株主持分 8,682 9,287

純資産合計 8,414,577 8,199,347

負債純資産合計 17,569,091 17,248,908
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 4,714,151 4,240,775

売上原価 3,519,190 3,543,036

売上総利益 1,194,961 697,739

販売費及び一般管理費 677,508 692,156

営業利益 517,452 5,582

営業外収益   

受取利息 2,017 1,483

受取配当金 3,641 4,501

受取家賃 3,661 3,215

貸倒引当金戻入額 － 3,008

その他 946 3,279

営業外収益合計 10,266 15,489

営業外費用   

支払利息 8,744 19,103

為替差損 104,770 44,513

その他 2,622 750

営業外費用合計 116,136 64,367

経常利益又は経常損失（△） 411,582 △43,295

特別利益   

固定資産売却益 － 1,309

貸倒引当金戻入額 6,148 12,400

その他 － 1,000

特別利益合計 6,148 14,709

特別損失   

固定資産除却損 232 2,419

工事追加負担金 － 41,090

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,994 －

特別損失合計 28,227 43,509

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（△）

389,503 △72,095

法人税等 165,729 △22,639

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

223,774 △49,455

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,114 464

四半期純利益又は四半期純損失（△） 224,888 △49,920
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

223,774 △49,455

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43,032 △7,883

為替換算調整勘定 △26,663 16,348

その他の包括利益合計 △69,695 8,464

四半期包括利益 154,078 △40,991

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 159,230 △41,596

少数株主に係る四半期包括利益 △5,151 604
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該当事項はありません。   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

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 

 （単位：千円）

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

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 

 （単位：千円）

（注）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利益と一致しております。 

  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  報告セグメント 
合計 

  日本 アジア アメリカ 計 

売上高           

外部顧客への売上高 3,175,242     1,139,303 399,606 4,714,151 4,714,151 

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

401,434 86,272 － 487,706 487,706 

計 3,576,676 1,225,575 399,606 5,201,858 5,201,858 

セグメント利益 267,987 136,010 113,455 517,452 517,452 

  報告セグメント 
合計 

  日本 アジア アメリカ 計 

売上高           

外部顧客への売上高 2,548,465 1,692,309 － 4,240,775 4,240,775

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

71,116 30,460 － 101,576 101,576

計 2,619,581 1,722,770 － 4,342,351 4,342,351

セグメント利益又は損失（△） △111,313 119,303 △2,406 5,582 5,582

（５）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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子会社株式の追加取得（完全子会社化）について 

当社は平成23年８月11日開催の取締役会において、株式会社野村コリアの株式を追加取得し、完全子会社化

することを決議いたしました。 

① 取得の理由 

当社の連結子会社である株式会社野村コリアを完全子会社化し、グループ経営の一層の効率化及び管理体制

の強化を図り、グループ全体の企業価値の向上を目指すものであります。 

② 株式を追加取得する子会社の概要 

イ 商号   株式会社野村コリア  

ロ 所在地  韓国 京畿道城南市 

ハ 代表者  代表理事社長 佐伯 哲男 

ニ 設立年月 平成５年12月 

ホ 主な事業 水処理装置の販売及び保守、関連部品類及びイオン交換樹脂の輸出入 

ヘ 資本金  732,000,000KRW 

ト 株主構成 当社          7,200株（98.6％） 

      テクノセミケム株式会社   100株（ 1.4％） 

③ 日程 

株式譲渡契約締結日 平成23年８月30日（予定）  

取得日       平成23年９月２日（予定） 

④ 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況  

イ 取得前の所有株式数 

  7,200株 (所有割合 98.6％) 

ロ 取得株式数 

   100株 (取得割合 1.4％ 取得価額469,177,500KRW) 

ハ 取得後の所有株式数 

 7,300株 (所有割合 100.0％) 

  

（６）重要な後発事象
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