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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30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 ％

24年３月期第２四半期 7,433 △5.4 167 185.9 824 ― 930 ―

23年３月期第２四半期 7,857 △22.4 58 △61.0 △117 ― △400 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期1,139百万円( ― ％) 23年３月期第２四半期△730百万円( ― ％)

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２四半期 1,298 66 ―

23年３月期第２四半期 △558 13 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 30,178 16,552 39.2

23年３月期 23,566 12,290 46.3

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 11,837百万円 23年３月期 10,901百万円

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

23年３月期 ― 0 00 ― 200 00 200 00

24年３月期 ― 0 00

24年３月期(予想) ― 200 00 200 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、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 21,000 17.9 1,400 102.2 1,900 131.2 770 ― 977 87



  

 

 

 
  

・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おりま

す。 

  

・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条件及び業績予想のご利用にあ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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下

さい。 

  

  

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 １社 (北京鍵鑫実華科技発展有限公司)、除外 ２社 (科大恒星電子商務技術有限公司、

北京宝利信通科技有限公司)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 718,799株 23年３月期 718,799株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 1,929株 23年３月期 1,929株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 716,870株 23年３月期２Ｑ 716,870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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による低迷から企業の生産活
動や個人消費に持ち直しの動きが見られたものの、欧州の金融不安等による世界経済に対する懸念や円
高等の影響により不透明な状態が継続しております。 
一方、当社が事業展開する中国経済は、内需の拡大ペースは減速しているものの依然として高水準で

の拡大を維持しています。しかしながら、外需は欧州の金融不安や景気低迷を背景として、EU向けの輸
出が鈍化し減速の兆しが表れております。 
このような状況のもと、当社グループは、日本国内では構造改革の一環として柔軟な組織運営が行え

るよう導入した機能本部制によりダイナミックアサイン（プロジェクトへの要員の柔軟な配置）が可能
となり業務稼働率が向上しました。また、前年度に引き続き固定費の削減を継続的に実施してまいりま
した。一方、中国では事業会社ごとの好不調はあるものの全体としては堅調に推移しましたが、円高に
よる為替差損が発生しました。 
 なお、中国における事業再編による子会社売却に伴う売却損益、持分法適用会社から子会社化したこ
とに伴う従来持分の再評価益、子会社化以前の持分法による投資利益が発生しました。 
以上により、当第２四半期連結累計期間における売上高は7,433百万円（前第２四半期比5.4％減）、

営業利益は167百万円（前第２四半期比185.9％）、経常利益は824百万円（前第２四半期 経常損失117
百万円）、四半期純利益は930百万円（前第２四半期 四半期純損失400百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は30,178百万円（前連結会計年度比28.1％増）となりま
した。これは主に現金及び預金が3,119百万円増加したことなどによるものであります。 
 当第２四半期連結会計期間末における負債は13,626百万円（前連結会計年度比20.8％増）となりまし
た。これは主に短期借入金が2,252百万円増加したことなどによるものであります。 
 当第２四半期連結会計期間末における純資産は16,552百万円(前連結会計年度比34.7％増)となりまし
た。これは主に少数株主持分が3,325百万円増加したことなどによるものであります。 

  

平成23年5月16日に公表した平成24年3月期（平成23年4月1日～平成24年3月31日）の第２四半期（累
計）及び通期の連結業績予想を修正しました。詳細につきましては、平成23年11月９日公表の「営業外
損益、特別損益等の計上及び業績予想（連結）の修正に関するお知らせ」及び本日（平成23年11月14
日）公表の「業績予想（連結）の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
  

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

（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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株式を追加取得したことに伴い、LianDi Clean Technology Inc.及びその子会社である中国聯迪清潔技

術工程有限公司、華深貿易（国際）有限公司、実華工程有限公司、博鋭流体控制有限公司、北京鍵鑫実華

科技発展有限公司、鴻騰科技有限公司、北京鴻騰偉通科技有限公司が持分法適用関連会社から連結子会社

に異動しております。  

出資持分の全てを譲渡したことに伴い、科大恒星電子商務技術有限公司及びその子会社である蘇州科大

恒星信息技術有限公司を連結子会社から除外しております。  

出資持分の全てを譲渡したことに伴い、北京宝利信通科技有限公司及びその子会社である北京宝利信通

軟件技術有限公司、北京宝利信通数据技術有限公司、北京宝利明威軟件技術有限公司を連結子会社から除

外しております。  

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変
更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）
を適用しております。  

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報

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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,143,367 6,262,867

受取手形及び売掛金 4,499,510 3,896,305

商品及び製品 762,807 7,732

仕掛品 55,110 255,135

原材料及び貯蔵品 － 73,560

前渡金 4,001,902 5,120,209

その他 3,990,176 5,539,499

貸倒引当金 △346,618 △250,529

流動資産合計 16,106,256 20,904,782

固定資産

有形固定資産 256,794 475,893

無形固定資産

のれん 826,603 2,861,208

その他 404,099 469,287

無形固定資産合計 1,230,702 3,330,496

投資その他の資産

投資有価証券 3,379,823 3,068,158

投資不動産（純額） 1,911,204 1,798,053

その他 838,113 744,627

貸倒引当金 △156,242 △143,116

投資その他の資産合計 5,972,899 5,467,723

固定資産合計 7,460,396 9,274,113

資産合計 23,566,652 30,178,896

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,332,422 474,986

短期借入金 5,298,820 7,551,331

1年内返済予定の長期借入金 1,017,205 863,655

未払法人税等 153,331 330,356

賞与引当金 231,974 243,025

役員賞与引当金 48,593 61,093

その他 1,211,904 2,574,224

流動負債合計 9,294,250 12,098,674

固定負債

長期借入金 1,899,615 1,459,137

その他 82,000 68,380

固定負債合計 1,981,615 1,527,517

負債合計 11,275,865 13,626,191
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,843,601 2,843,601

資本剰余金 7,678,754 7,678,754

利益剰余金 1,334,884 2,122,483

自己株式 △88,942 △88,942

株主資本合計 11,768,297 12,555,896

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,987 △877

繰延ヘッジ損益 △5,345 △3,678

為替換算調整勘定 △864,656 △714,081

その他の包括利益累計額合計 △867,014 △718,637

少数株主持分 1,389,504 4,715,444

純資産合計 12,290,787 16,552,704

負債純資産合計 23,566,652 30,178,896
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 7,857,522 7,433,392

売上原価 6,407,770 5,842,228

売上総利益 1,449,752 1,591,164

販売費及び一般管理費 1,391,128 1,423,542

営業利益 58,623 167,621

営業外収益

受取利息 25,491 41,486

受取配当金 768 1,821

持分法による投資利益 217,415 1,022,177

その他 83,509 56,953

営業外収益合計 327,185 1,122,440

営業外費用

支払利息 67,298 83,872

為替差損 379,575 349,454

その他 56,544 32,146

営業外費用合計 503,418 465,473

経常利益又は経常損失（△） △117,609 824,588

特別利益

固定資産売却益 169 124

関係会社出資金売却益 － 162,862

段階取得に係る差益 － 358,228

特別利益合計 169 521,215

特別損失

投資有価証券評価損 17,612 2,426

関係会社出資金売却損 － 214,585

特別退職金 27,599 44,895

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,633 －

その他 3,703 1,721

特別損失合計 75,549 263,629

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（△）

△192,988 1,082,174

法人税、住民税及び事業税 66,103 52,506

法人税等還付税額 － △12,221

法人税等調整額 65,780 49,678

法人税等合計 131,884 89,963

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（△）

△324,872 992,211

少数株主利益 75,233 61,238

四半期純利益又は四半期純損失（△） △400,105 930,973
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９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（△）

△324,872 992,211

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,707 △3,865

繰延ヘッジ損益 1,196 1,667

為替換算調整勘定 △246,436 312,309

持分法適用会社に対する持分相当額 △163,368 △162,547

その他の包括利益合計 △405,901 147,565

四半期包括利益 △730,774 1,139,776

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △689,291 1,079,350

少数株主に係る四半期包括利益 △41,482 60,425
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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（△）

△192,988 1,082,174

減価償却費 95,075 81,370

のれん償却額 51,099 50,586

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,585 8,159

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,591 12,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 98,600 12,826

受取利息及び受取配当金 △26,260 △43,308

支払利息 67,298 83,872

為替差損益（△は益） △54,555 △56,271

持分法による投資損益（△は益） △217,415 △1,022,177

段階取得に係る差損益（△は益） － △358,228

関係会社出資金売却損益(△は益) － 51,723

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 17,612 2,426

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,633 －

特別退職金 － 44,895

売上債権の増減額（△は増加） 68,630 544,758

たな卸資産の増減額（△は増加） △329,698 △453,439

仕入債務の増減額（△は減少） △40,849 61,837

前渡金の増減額（△は増加） △786,709 △823,486

その他 634,746 235,517

小計 △599,786 △484,264

利息及び配当金の受取額 8,403 20,123

利息の支払額 △67,500 △80,487

法人税等の支払額 △43,138 △47,985

特別退職金の支払額 △49,329 △310,763

営業活動によるキャッシュ・フロー △751,350 △903,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △39,267 △38,126

有形固定資産の売却による収入 210 556

無形固定資産の取得による支出 △33,621 △9,168

投資有価証券の取得による支出 △146 △149

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却に
よる支出

－ △332,922

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 2,581,409

貸付けによる支出 △414,669 △443,336

貸付金の回収による収入 360,434 49,859

その他 16,512 38,072

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,547 1,846,194
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

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） 719,810 2,613,024

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △640,132 △576,933

配当金の支払額 △73,518 △143,066

少数株主への配当金の支払額 － △8,811

財務活動によるキャッシュ・フロー 506,158 1,884,213

現金及び現金同等物に係る換算差額 △134,812 △2,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △440,551 2,824,447

現金及び現金同等物の期首残高 3,878,586 3,143,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,438,035 5,967,814
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 
  

Ⅰ  前第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) 

１．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 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

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 

当第２四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 5,744,223 2,113,299 7,857,522

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ 609,797 609,797

計 5,744,223 2,723,096 8,467,320

セグメント利益又はセグメン
ト損失（△）

△9,737 73,855 64,118

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 64,118

セグメント間取引消去 △5,494

四半期連結損益計算書の営業利益 58,623
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．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 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３．報告セグメントごとの資産に関する情報 

当第２四半期連結累計期間において、LianDi Clean Technology Inc.の株式を取得し、新たに連結の

範囲に含めております。また、当第２四半期連結累計期間において科大恒星電子商務技術有限公司及び

北京宝利信通科技有限公司の全ての持分を譲渡し、連結の範囲から除外しております。  

 これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの資産の金

額は、「中国」において4,891百万円増加しております。 

  

４．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 

  当第２四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。 

(のれんの金額の重要な変動) 

「中国」セグメントにおいて、LianDi Clean Technology Inc.の株式を追加取得したことによりのれ

んが発生しております。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、2,234百万円であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

日本 中国 合計

売上高

  外部顧客への売上高 5,299,976 2,133,416 7,433,392

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ 505,001 505,001

計 5,299,976 2,638,417 7,938,393

セグメント利益 133,037 26,832 159,870

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 159,870

セグメント間取引消去 7,751

四半期連結損益計算書の営業利益 167,621

（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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 当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)  

平成23年９月22 日開催の取締役会において、第三者割当による新株発行の決議を行い、平成23年10

月17日に払込手続が完了いたしました。 

①発行新株式数 普通株式109,000 株 

②発行価額 １株につき13,000 円 

③発行価額の総額 1,417,000,000 円 

④資本組入額 1 株につき6,500 円 

⑤資本組入額の総額 708,500,000 円 

⑥募集又は割当方法 第三者割当の方法による 

⑦払込期日 平成23 年10 月17 日（月） 

⑧割当予定先及び割当株式数 

                     CHINA LIANDI ENERGY RESOURCES ENGINEERING 

                      TECHNOLOGY LIMITED        71,000 株 

                     左 建中             38,000 株 

⑨配当起算日 平成23年４月１日 

⑩資金の使途 

 LianDi Clean Technology Inc.の普通株式5,400,000株（14.81%）をUS$25,920,000.00（約1,996百

万円）にて取得する資金の調達のためであります。 

  

（７）重要な後発事象
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