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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 24,445 12.7 △410 ― △311 ― 76 ―
23年3月期第3四半期 21,700 1.0 △486 ― △318 ― △331 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △9百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △343百万円 （―％）

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3四半期 2.48 ―
23年3月期第3四半期 △10.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 33,293 13,766 41.3
23年3月期 34,211 14,020 41.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,766百万円 23年3月期  14,020百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ― 4.00 ―
24年3月期（予想） 4.00 8.00

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）

（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 39,750 13.5 830 29.3 800 △8.1 760 67.8 24.56



(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  

（注）詳細は添付資料P.2「2.サマリー情報（その他）に関する事項 （1）四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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P.2「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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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P.2「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3Q 31,013,189 株 23年3月期 31,013,189 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 67,882 株 23年3月期 67,025 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 30,945,926 株 23年3月期3Q 30,947,973 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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から回復が見られるものの、欧州の債務

危機に端を発する世界経済の低迷や歴史的な円高、産業空洞化によって先行き不透明な状況で推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループは、当年度からスタートした中期経営計画「グローバルＡＤ」にそって開

発・設計・資材・営業部門等が一体となり、さらなるコストダウンによる利益率向上に取り組むとともに、輸出の

拡大、新製品・新事業の創出に向けた諸施策を着実に推進しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は29,424百万円（前年同期比16.0％増）、売上高は24,445百万円

（前年同期比12.7％増）、受注残高は27,486百万円（前年同期比0.2％減）となりました。 

 損益面においては、営業損失410百万円（前年同期は営業損失486百万円）、経常損失311百万円（前年同期は経

常損失318百万円）となり、四半期純利益は、平成23年12月27日に連結子会社である日本サニタリー株式会社の株

式を追加取得し完全子会社としたことに伴う特別利益（負ののれん発生益）の計上等によって、76百万円（前年同

期は四半期純損失331百万円）となりました。 

 セグメント別の概況は次のとおりです。 

 環境装置におきましては、震災復旧工事に取り組むとともに、汚泥再生処理センター等廃棄物・リサイクル施

設、ユニチカ株式会社からの事業継承案件が堅調に推移し、受注高は23,204百万円（前年同期比14.7％増）となり

ました。売上高は、青森県五所川原市の中央クリーンセンター等大型の廃棄物処理施設建設工事が順調に進捗し

19,411百万円（前年同期比16.7％増）となり、受注残高は22,189百万円（前年同期比8.0％減）、また営業損失は

75百万円（前年同期は営業損失211百万円）と損失額を大幅に減少することができました。 

 産業装置におきましては、海外向けの大型海水電解装置は低調に推移しましたが、加圧ろ過脱水機（フィルター

プレス）が民間設備投資の回復により復調し、タイの洪水等による国内の設備投資抑制の影響を受けたものの、受

注高は4,927百万円（前年同期比17.6％増）となりました。売上高は4,375百万円（前年同期比9.9％増）、受注残

高は前期末に連続受注した中東向けの海水電解装置の大型案件により4,630百万円（前年同期比56.4％増）、また

営業損失は318百万円（前年同期は営業損失233百万円）となりました。 

 建設は、前年度に予定されていた案件の受注が当年度にずれ込んだことにより受注高は1,292百万円（前年同期

比34.9％増）となりました。売上高は659百万円（前年同期比39.5％減）、受注残高は666百万円（前年同期比

42.9％増）、また営業損失は17百万円（前年同期は営業損失41百万円）となりました。 

 なお、当社グループの環境装置においては、売上高が通常第４四半期連結会計期間に集中するのに対し、人件費

その他の固定費は平均的に発生するため、業績に季節的変動があります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は33,293百万円となり、前連結会計年度末に比べ918百万円減少しまし

た。これは現金及び預金並びに受取手形及び売掛金が減少したことが主な要因であります。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ664百万円減少し、19,527百万円となりました。これは前受金及び負ののれ

んが減少したことが主な要因であります。 

 また、純資産合計は主に利益剰余金の減少により254百万円減少の13,766百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成24年１月13日に公表いたしました業績予想から変更

はございません。 

（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。 

  なお、前連結会計年度において持分法適用関連会社であった日本サニタリー㈱の株式を追加取得したことにより

      持分が増加したため、第１四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。 

（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算出しております。 

（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。 

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



３．四半期連結財務諸表 
（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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,466 2,920

受取手形及び売掛金 16,726 15,772

商品及び製品 140 189

仕掛品 703 2,082

原材料及び貯蔵品 582 708

その他 2,022 1,333

貸倒引当金 △24 △33

流動資産合計 23,616 22,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,278 2,204

土地 6,322 6,364

その他（純額） 545 637

有形固定資産合計 9,146 9,206

無形固定資産 74 66

投資その他の資産   

投資有価証券 994 646

その他 401 422

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 1,373 1,046

固定資産合計 10,595 10,318

資産合計 34,211 33,293

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,619 10,707

短期借入金 2,650 3,200

未払法人税等 359 109

前受金 1,207 1,007

賞与引当金 701 372

その他の引当金 502 393

その他 1,250 852

流動負債合計 17,290 16,642

固定負債   

退職給付引当金 1,259 1,516

役員退職慰労引当金 46 73

負ののれん 113 －

資産除去債務 58 58

その他 1,422 1,236

固定負債合計 2,901 2,884

負債合計 20,191 19,527



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,835 1,835

資本剰余金 2,069 2,069

利益剰余金 10,068 9,897

自己株式 △26 △26

株主資本合計 13,946 13,775

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 73 △9

その他の包括利益累計額合計 73 △9

純資産合計 14,020 13,766

負債純資産合計 34,211 33,293



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 21,700 24,445

売上原価 18,281 20,659

売上総利益 3,418 3,786

販売費及び一般管理費 3,905 4,197

営業損失（△） △486 △410

営業外収益   

受取利息及び配当金 15 20

負ののれん償却額 170 113

その他 46 42

営業外収益合計 233 176

営業外費用   

支払利息 6 5

為替差損 37 45

シンジケートローン手数料 15 10

その他 6 15

営業外費用合計 65 76

経常損失（△） △318 △311

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 －

負ののれん発生益 － 392

特別利益合計 6 392

特別損失   

段階取得に係る差損 － 114

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 51 －

固定資産除却損 14 －

その他 7 5

特別損失合計 73 120

税金等調整前四半期純損失（△） △385 △39

法人税等 △54 △112

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（△）

△331 73

少数株主損失（△） － △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △331 76



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

△331 73

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12 △83

その他の包括利益合計 △12 △83

四半期包括利益 △343 △9

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △343 △6

少数株主に係る四半期包括利益 － △3



該当事項はありません。 

   

Ⅰ  前第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） 

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：百万円）

（注）１．調整額はセグメント間取引消去額であります。  

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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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 

 （単位：百万円）

（注）１．調整額はセグメント間取引消去額であります。  

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。 

  

２．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  

（重要な負ののれんの発生益） 

「環境装置」セグメントにおいて、当社は持分法適用関連会社であった日本サニタリー㈱の株式を追加

取得し連結子会社としました。当該事象による負ののれんの発生益の計上額は、当第３四半期連結累計期

間においては392百万円であります。 

 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 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損
益計算書計上

額 
（注）２ 

環境装置 産業装置 建設 計 

売上高             

外部顧客への売上高 16,628 3,982 1,089 21,700 － 21,700 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 16 55 71 △71 － 

計 16,628 3,998 1,144 21,771 △71 21,700 

セグメント損失（△） △211 △233 △41 △486 － △486 

  

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 

環境装置 産業装置 建設 計 

売上高             

外部顧客への売上高 19,411 4,375 659 24,445  － 24,445 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  2  70  72 △72  －

計 19,411  4,377 729  24,518 △72 24,445 

セグメント損失（△） △75 △318 △17 △410  － △410 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   

（１）生産、受注及び販売の状況 

 （受注高） 

（単位：百万円）

  

  （売上高） 

（単位：百万円）

  

（受注残高） 

（単位：百万円）

（２）法人税率の変更等による影響 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率

の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計

算に使用する法定実行税率は従来の40.6％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に

開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度

以降に解消が見込まれる一時差異については35.6％となります。この税率変更により、繰延税金負債の金額（繰延税

金資産の金額を控除した金額）は106百万円減少し、法人税等は107百万円減少しております。  

４．補足情報

区  分 

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）

比較増減 

前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％) 金額 構成比(％) 

 環境装置 20,224  79.7  23,204  78.9  2,980  14.7   25,079   74.5

 産業装置 4,190  16.5  4,927  16.7  737  17.6   7,443   22.1

 建  設  957   3.8  1,292  4.4  335  34.9   1,126   3.4

計  25,372   100.0  29,424   100.0  4,052  16.0   33,649   100.0

区  分 

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）

比較増減 

前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％) 金額 構成比(％) 

 環境装置 16,628   76.6  19,411 79.4   2,783  16.7   27,210   77.7

 産業装置 3,982  18.4  4,375  17.9  393  9.9   6,118   17.5

 建  設   1,089  5.0 659  2.7 △430  △39.5   1,690   4.8

計  21,700   100.0  24,445   100.0  2,745  12.7   35,020   100.0

区  分 

前第３四半期連結累計期間末 

(平成22年12月31日）  

当第３四半期連結累計期間末

（平成23年12月31日） 
比較増減 

前連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％) 金額 構成比(％) 

 環境装置 24,124  87.6  22,189 80.7  △1,935  △8.0  18,366  81.7 

 産業装置 2,961  10.7  4,630  16.9  1,669  56.4  4,077  18.1 

 建  設  466  1.7  666 2.4  200  42.9  33   0.2

計  27,552   100.0  27,486   100.0 △66  △0.2  22,477   100.0
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