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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 5,704 2.8 △709 ― △729 ― △713 ―
24年3月期第1四半期 5,549 △0.9 △438 ― △376 ― △224 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △762百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △263百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △23.07 ―
24年3月期第1四半期 △7.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 29,944 13,680 45.7
24年3月期 36,584 14,566 39.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,680百万円 24年3月期  14,566百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 13,700 △7.1 △780 ― △790 ― △770 ― △24.88
通期 40,300 △0.6 1,030 18.4 900 △3.7 500 △38.2 16.16



(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.3「2.サマリー情報（注記事項）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」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.3「2.サマリー情報（注記事項）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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 31,013,189 株 24年3月期 31,013,189 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 68,414 株 24年3月期 67,886 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 30,945,124 株 24年3月期1Q 30,946,155 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、企業の生産活動回復など持ち直しの兆しが見られたものの、

欧州債務問題の再燃による円高の長期化、世界経済の減速などにより、不透明な状況で推移しました。 

このような状況のものと、当社グループは、現在推進中の中期経営計画「グローバルAD」の重点施策の実施と数

値目標の達成に向けて全社をあげて取り組みました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の受注高は、好調な環境装置が寄与し14,445百万円（前年同期比72.8％

増）、売上高は5,704百万円（前年同期比2.8％増）、受注残高は31,139百万円（前年同期比23.0％増）となりまし

た。 

損益面においては、前年同期に大きく貢献した汚泥再生処理センター工事の売上が当第１四半期連結累計期間に

はなかったことにより、営業損失709百万円（前年同期は営業損失438百万円）、経常損失729百万円（前年同期は

経常損失376百万円）となり、加えて前年同期の関連会社の株式追加取得による特別利益の計上がなくなり、四半

期純損失は713百万円（前年同期は四半期純損失224百万円）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） 

複数年運転管理業務委託が大幅に伸長したこと、し尿処理場の震災復旧案件ほか廃棄物処理・リサイクル施設が

順調だったことにより受注高は13,069百万円（前年同期比119.1％増）となりました。また、上記損益面で記載し

た理由により売上高は4,328百万円（前年同期比5.9％減）、受注残高は27,593百万円（前年同期比39.6％増）、営

業損失は487百万円（前年同期は営業損失194百万円）となりました。 

  

（産業装置） 

海外調達の推進・拡大によるコストダウンで受注確保に向けて取り組みましたが一層の円高が進み海外向けの電

解装置の受注が減少したことにより受注高は1,137百万円（前年同期比25.9％減）となりました。売上高は、前々

年度受注の大型海水電解装置の引渡しにより1,216百万円（前年同期比43.7％増）、受注残高は3,239百万円（前年

同期比32.1％減）、また営業損失は202百万円（前年同期は営業損失220百万円）となりました。 

   

（建設） 

設備投資の減少等により受注高は238百万円（前年同期比72.2％減）となりました。売上高は前年度受注分が順

調に進行し159百万円（前年同期比53.6％増）、受注残高は306百万円（前年同期比61.1％減）、また営業損失は18

百万円（前年同期は営業損失23百万円）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１四半期連結会計期間末の資産合計は29,944百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,640百万円減少しま

した。これは売掛金の回収が進み受取手形及び売掛金が大幅に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5,753百万円減少し、16,264百万円となりました。これは主に買掛金及び短

期借入金の減少によるものであります。 

 また、純資産合計は主に利益剰余金の減少により886百万円減少の13,680百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期及び第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、平成24年５月10日の決算発表時に公表いたし

ました予想数値から変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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連結子会社であった日本サニタリー㈱は、平成24年４月１日付で当社が吸収合併

したため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,969 3,430

受取手形及び売掛金 17,730 7,733

預け金 1,700 4,900

商品及び製品 178 240

仕掛品 879 1,516

原材料及び貯蔵品 646 715

その他 1,193 1,129

貸倒引当金 △39 △9

流動資産合計 26,258 19,657

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,232 2,250

土地 6,364 6,364

その他（純額） 601 604

有形固定資産合計 9,197 9,218

無形固定資産 62 56

投資その他の資産   

投資有価証券 664 608

その他 423 409

貸倒引当金 △22 △6

投資その他の資産合計 1,065 1,011

固定資産合計 10,325 10,287

資産合計 36,584 29,944

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,505 9,736

短期借入金 2,650 150

未払法人税等 359 34

前受金 367 1,071

賞与引当金 743 375

工事損失引当金 387 421

その他の引当金 308 262

その他 1,031 1,517

流動負債合計 19,353 13,569

固定負債   

退職給付引当金 1,328 1,392

役員退職慰労引当金 61 50

資産除去債務 58 58

その他 1,214 1,193

固定負債合計 2,663 2,695

負債合計 22,017 16,264



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 10,630 9,792

自己株式 △26 △26

株主資本合計 14,507 13,669

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 59 10

その他の包括利益累計額合計 59 10

純資産合計 14,566 13,680

負債純資産合計 36,584 29,944



（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,549 5,704

売上原価 4,599 5,012

売上総利益 950 691

販売費及び一般管理費 1,388 1,400

営業損失（△） △438 △709

営業外収益   

受取利息及び配当金 13 13

貸倒引当金戻入額 － 16

負ののれん償却額 56 －

その他 12 16

営業外収益合計 83 47

営業外費用   

支払利息 1 1

為替差損 13 63

その他 5 3

営業外費用合計 21 67

経常損失（△） △376 △729

特別利益   

負ののれん発生益 211 －

その他 － 0

特別利益合計 211 0

特別損失   

段階取得に係る差損 114 －

その他 2 1

特別損失合計 116 1

税金等調整前四半期純損失（△） △282 △730

法人税等 △54 △16

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △227 △713

少数株主損失（△） △2 －

四半期純損失（△） △224 △713



（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △227 △713

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36 △49

その他の包括利益合計 △36 △49

四半期包括利益 △263 △762

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △260 △762

少数株主に係る四半期包括利益 △2 －



該当事項はありません。 

   

Ⅰ  前第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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報 

（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１四半期連結累計期

間においては211百万円であります 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報 

（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。 

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

  （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 

環境装置 産業装置 建設 計 

売上高             

外部顧客への売上高  4,599  846  103  5,549  －  5,549

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  1  27  28  △28  －

計  4,599  847  131  5,578  △28  5,549

セグメント損失（△）  △194  △220  △23  △438  －  △438

  （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 

環境装置 産業装置 建設 計 

売上高             

外部顧客への売上高  4,328  1,216  159  5,704  －  5,704

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  0  19  20  △20  －

計  4,328  1,217  179  5,724  △20  5,704

セグメント損失（△）  △487  △202  △18  △709  －  △709

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



生産、受注及び販売の状況 

（受注高） 

  

（売上高） 

  

（受注残高） 

   

  

４．補足情報

区  分 

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）

比較増減 

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24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  5,964   71.3   13,069   90.5   7,105   119.1   32,417   80.2

 産業装置  1,536   18.4   1,137   7.9   △399   △25.9   6,525   16.1

 建  設   857   10.3   238   1.6   △619   △72.2   1,497   3.7

計   8,357   100.0   14,445   100.0   6,088   72.8   40,440   100.0

区  分 

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）

比較増減 

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24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  4,599   82.9   4,328  75.9   △271   △5.9   31,961   78.8

 産業装置  846   15.2   1,216   21.3   370   43.7   7,285   18.0

 建  設   103   1.9   159   2.8   56   53.6   1,303   3.2

計   5,549   100.0   5,704   100.0   155   2.8   40,549   100.0

区  分 

前第１四半期連結累計期間末 

（平成23年６月30日）  

当第１四半期連結累計期間末

（平成24年６月30日） 
比較増減 

前連結会計年度末 

（平成24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  19,760   78.1   27,593   88.6   7,833   39.6   18,852   84.2

 産業装置  4,767   18.8   3,239   10.4   △1,528   △32.1   3,317   14.8

 建  設   787   3.1   306  1.0   △481   △61.1   227   1.0

計   25,315   100.0   31,139   100.0   5,824   23.0   22,398   100.0
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