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1.  平成24年5月期第2四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年11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5月期第2四半期 8,630 7.5 △1,019 ― △1,079 ― △1,072 ―

23年5月期第2四半期 8,031 △23.7 △1,216 ― △1,202 ― △1,114 ―

（注）包括利益 24年5月期第2四半期 △1,094百万円 （―％） 23年5月期第2四半期 △1,390百万円 （―％）

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5月期第2四半期 △58.52 ―

23年5月期第2四半期 △60.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第2四半期 26,102 12,056 46.2
23年5月期 27,325 13,151 48.1

（参考） 自己資本   24年5月期第2四半期  12,056百万円 23年5月期  13,151百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年5月期 ― 0.00

24年5月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 27,500 4.4 750 0.6 660 △6.6 580 41.3 31.63



(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  ：  無  

(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ます。 
なお、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。 

※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。 

4.  その他

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5月期2Q 21,425,548 株 23年5月期 21,425,548 株

② 期末自己株式数 24年5月期2Q 3,089,508 株 23年5月期 3,089,492 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期2Q 18,336,045 株 23年5月期2Q 18,336,022 株
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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、個人消費が概ね横ばいで推移したほか、生産や雇

用情勢も持ち直しの動きが見られるものの、企業収益が減少し設備投資に弱い動きがみられ、物価動向

も緩やかなデフレ状況にあるなど、依然として厳しい状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻く事業環境は、補正予算による押し上げ効果が期待されるも、公共投資関係費

の削減、公共事業費のコスト縮減が行われたことによる企業間競争の激化により、非常に厳しい環境が

続きました。 

 このような状況のもとで当社グループは、上・下水道市場や環境関連分野の民間市場に対し、採算性

を重視した選別受注を推進し、販売活動を展開してまいりました。その結果、受注高は14,296百万円

（前年同期比3.3%増）、売上高は8,630百万円（前年同期比7.5%増）となりました。 

 損益につきましては、引き続きコストダウンと効率化を行うなど、低原価体質を基調とした強固な企

業体質の構築を推し進めるべく諸施策を実施した結果、経常損失は1,079百万円（前年同期1,202百万円

の損失）、四半期純損失は1,072百万円（前年同期1,114百万円の損失）となりました。 

 なお、当社グループの事業の特徴として、受注した装置類の納期等が３月末に集中することから、売

上および利益計上が第４四半期に集中する傾向にあります。 

  

  各セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  ①環境事業  

 環境事業については、公共投資関係費の削減及び民間設備投資、不動産市況の低迷により、引き続き

厳しい事業環境が続きましたが、受注高5,678百万円（前年同期比3.3%増）、売上高4,082百万円（前年

同期比16.5%増）、セグメント損失426百万円（前年同期652百万円の損失）となりました。 

  ②バルブ事業 

 バルブ事業については、公共投資関係費の削減により、引き続き厳しい事業環境が続きましたが、受

注高4,730百万円（前年同期比7.7%減）、売上高3,389百万円（前年同期比4.5%減）、セグメント損失

354百万円（前年同期299百万円の損失）となりました。 

  ③メンテナンス事業  

 メンテナンス事業については、公共投資関係費の削減により、引き続き厳しい事業環境が続きました

が、受注高3,886百万円（前年同期比20.7%増）、売上高1,159百万円（前年同期比18.2%増）、セグメン

ト損失220百万円（前年同期258百万円の損失）となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は26,102百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,222百万円減少しました。主な変動項目としましては、現金及び預金が3,441百万円減少しており、受

取手形及び売掛金が1,385百万円、仕掛品が690百万円増加しております。 

 負債合計は14,045百万円となり、前連結会計年度末に比べ128百万円減少しました。主な変動項目と

しましては、支払手形及び買掛金が2,731百万円減少しており、前受金が1,485百万円、リース債務（流

動負債及び固定負債）が834百万円増加しております。  

 純資産合計は12,056百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,094百万円減少しました。主な変動項

目としましては、利益剰余金が1,072百万円減少しております。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年５月期の通期業績予想につきましては、平成23年７月14日に「平成23年５月期 決算短信」

で公表しました業績予想に変更ありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想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

（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
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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）

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,344 3,902

受取手形及び売掛金 6,320 7,706

有価証券 3 3

商品及び製品 1,303 1,560

仕掛品 1,406 2,097

原材料及び貯蔵品 553 611

繰延税金資産 12 43

その他 425 290

貸倒引当金 △8 △11

流動資産合計 17,362 16,204

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,498 2,446

機械装置及び運搬具（純額） 744 852

工具、器具及び備品（純額） 469 463

土地 3,629 3,629

建設仮勘定 2 －

有形固定資産合計 7,344 7,391

無形固定資産 659 591

投資その他の資産

その他 1,978 1,922

貸倒引当金 △19 △8

投資その他の資産合計 1,958 1,914

固定資産合計 9,963 9,897

資産合計 27,325 26,102
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,980 4,248

1年内償還予定の社債 66 166

リース債務 73 399

未払金 614 493

未払法人税等 208 35

前受金 904 2,390

工事損失引当金 1 40

完成工事補償引当金 50 50

その他 528 625

流動負債合計 9,427 8,448

固定負債

社債 101 468

長期借入金 2,500 2,500

退職給付引当金 1,743 1,706

役員退職慰労引当金 5 －

長期未払金 22 39

リース債務 274 783

繰延税金負債 99 99

固定負債合計 4,746 5,597

負債合計 14,174 14,045

純資産の部

株主資本

資本金 5,233 5,233

資本剰余金 4,794 4,794

利益剰余金 4,289 3,217

自己株式 △1,007 △1,007

株主資本合計 13,311 12,238

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △160 △181

その他の包括利益累計額合計 △160 △181

純資産合計 13,151 12,056

負債純資産合計 27,325 26,102
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日)

売上高 8,031 8,630

売上原価 6,996 7,311

売上総利益 1,035 1,319

販売費及び一般管理費 2,251 2,338

営業損失（△） △1,216 △1,019

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 31 32

助成金収入 9 －

その他 6 17

営業外収益合計 50 51

営業外費用

支払利息 14 56

支払手数料 9 29

社債発行費 6 22

手形売却損 4 －

売上債権売却損 0 －

その他 0 2

営業外費用合計 36 111

経常損失（△） △1,202 △1,079

特別利益

貸倒引当金戻入額 2 －

固定資産売却益 10 －

特別利益合計 12 －

特別損失

固定資産除却損 9 6

固定資産売却損 0 －

ゴルフ会員権評価損 4 －

投資有価証券評価損 0 0

貸倒引当金繰入額 0 －

特別損失合計 14 6

税金等調整前四半期純損失（△） △1,203 △1,086

法人税、住民税及び事業税 20 17

法人税等調整額 △110 △31

法人税等合計 △89 △13

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,114 △1,072

四半期純損失（△） △1,114 △1,072
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,114 △1,072

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △276 △21

その他の包括利益合計 △276 △21

四半期包括利益 △1,390 △1,094

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,390 △1,094

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11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損失（△） △1,203 △1,086

減価償却費 278 301

引当金の増減額（△は減少） △118 △1

受取利息及び受取配当金 △33 △33

支払利息 14 56

支払手数料 8 28

社債発行費 6 22

投資有価証券評価損益（△は益） 0 0

固定資産売却損益（△は益） △10 －

固定資産除却損 9 6

売上債権の増減額（△は増加） 265 △1,079

たな卸資産の増減額（△は増加） △968 △1,005

仕入債務の増減額（△は減少） △2,398 △2,774

前受金の増減額（△は減少） 230 1,485

未払消費税等の増減額（△は減少） △91 △49

未払賞与の増減額（△は減少） △223 △63

その他の流動資産の増減額（△は増加） △100 △199

その他の流動負債の増減額（△は減少） 146 84

その他 5 8

小計 △4,183 △4,298

利息及び配当金の受取額 33 33

利息の支払額 △2 △55

法人税等の支払額 △177 △188

法人税等の還付額 － 36

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,328 △4,471

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 △129 △195

有形固定資産の除却による支出 △4 △0

有形固定資産の売却による収入 0 929

無形固定資産の取得による支出 △59 △24

無形固定資産の売却による収入 － 79

貸付けによる支出 △3 －

貸付金の回収による収入 4 8

その他 6 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △186 800
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30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 1,420 100

短期借入金の返済による支出 △1,420 △100

長期借入れによる収入 2,500 －

社債の発行による収入 191 477

社債の償還による支出 － △33

支払手数料の支払額 △83 △16

リース債務の返済による支出 － △195

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,608 232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,906 △3,438

現金及び現金同等物の期首残高 4,038 7,133

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 61 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,193 3,695
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 該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

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。 

  

（連結納税制度の適用）  

第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）追加情報
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前第２四半期連結累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年11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 

 
(注) １  セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年11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 

 
(注) １  セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（６）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２環境事業

バルブ
事業

メンテナ
ンス事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,504 3,547 980 8,031 ─ 8,031

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

31 143 19 193 △193 ─

計 3,535 3,690 999 8,225 △193 8,031

セグメント損失（△） △652 △299 △258 △1,209 △6 △1,216

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２環境事業

バルブ
事業

メンテナ
ンス事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,082 3,389 1,159 8,630 ─ 8,630

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

41 115 12 169 △169 ─

計 4,123 3,505 1,171 8,799 △169 8,630

セグメント損失（△） △426 △354 △220 △1,002 △17 △1,019

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（８）重要な後発事象
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