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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 13,125 △11.0 △906 ― △970 ― △950 ―
24年3月期第2四半期 14,753 8.5 △595 ― △513 ― △325 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △1,007百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △379百万円 （―％）

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2四半期 △30.71 ―
24年3月期第2四半期 △10.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 26,625 13,434 50.5
24年3月期 36,584 14,566 39.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  13,434百万円 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 ― 4.00
25年3月期（予想） ― 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、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 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 

（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 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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2Q 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2Q 70,014 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2Q 30,944,236 株 24年3月期2Q 30,946,035 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等により国内の一部に回復の動きが見られたもの

の、長期的な円高や世界的な経済の減速、日中関係の悪化等の影響により、先行き不透明な厳しい状況で推移しま

した。 

このような状況のもと、当社グループでは、中期経営計画「グローバルAD」の２年目の目標数値の達成に向け、

利益率の向上、輸出の拡大、新製品・新事業の創出、人材の育成に全社をあげて取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は21,322百万円（前年同期比0.1％減）を確保しました。しかし

ながら、同期間に売上を予定していた案件のうち第３四半期以降にずれ込んだ案件が多く発生したため、売上高は

13,125百万円（前年同期比11.0％減）、受注残高は30,594百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 

損益面においては、前年と比較して大型汚泥再生処理センター建設工事の進行基準による売上が減少したこと、

および第３四半期への売上案件のずれ込みの影響により、営業損失906百万円（前年同期は営業損失595百万円）、

経常損失970百万円（前年同期は経常損失513百万円）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950百万円（前年同期は四半期純損失325百万円）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により受注高は18,536百万円（前年同期比10.6％増）となりまし

た。しかしながら、上記に記載した理由により売上高は9,773百万円（前年同期比17.4％減）、受注残高は27,615

百万円（前年同期比18.4％増）、営業損失は590百万円（前年同期は営業損失239百万円）となりました。 

  

（産業装置） 

長期的な円高により海外向けの大型海水電解装置の価格競争が厳しく、受注高は2,445百万円（前年同期比

30.8％減）となりました。売上高は2,910百万円（前年同期比15.2％増）、受注残高は2,853百万円（前年同期比

43.9％減）、また営業損失は288百万円（前年同期は営業損失334百万円）となりました。 

  

（建設） 

受注予定案件の中止・延期等により受注高は339百万円（前年同期比67.9％減）となりました。売上高は前年度

受注分が順調に進行し441百万円（前年同期比10.5％増）、受注残高は125百万円（前年同期比81.9％減）、営業損

失は27百万円（前年同期は営業損失21百万円）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２四半期連結会計期間末の資産合計は26,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,959百万円減少しま

した。これは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8,827百万円減少し、13,190百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金並びに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前連結会計年度末から1,132百万円減少の13,434百万円となり

ました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25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、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２四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、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２四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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,969 3,189

受取手形及び売掛金 17,730 8,871

商品及び製品 178 218

仕掛品 879 1,630

原材料及び貯蔵品 646 801

その他 2,893 1,648

貸倒引当金 △39 △11

流動資産合計 26,258 16,349

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,232 2,228

土地 6,364 6,364

その他（純額） 601 619

有形固定資産合計 9,197 9,212

無形固定資産 62 59

投資その他の資産   

投資有価証券 664 597

その他 423 412

貸倒引当金 △22 △6

投資その他の資産合計 1,065 1,004

固定資産合計 10,325 10,275

資産合計 36,584 26,625

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,505 6,794

短期借入金 2,650 200

未払法人税等 359 108

前受金 367 1,195

賞与引当金 743 753

工事損失引当金 387 363

その他の引当金 308 239

その他 1,031 741

流動負債合計 19,353 10,396

固定負債   

退職給付引当金 1,328 1,489

役員退職慰労引当金 61 56

資産除去債務 58 58

その他 1,214 1,190

固定負債合計 2,663 2,794

負債合計 22,017 13,190



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 9,556

自己株式 △26 △27

株主資本合計 14,507 13,432

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 59 1

その他の包括利益累計額合計 59 1

純資産合計 14,566 13,434

負債純資産合計 36,584 26,625



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 14,753 13,125

売上原価 12,549 11,233

売上総利益 2,203 1,892

販売費及び一般管理費 2,798 2,799

営業損失（△） △595 △906

営業外収益   

受取利息及び配当金 15 18

受取家賃 13 17

貸倒引当金戻入額 － 16

負ののれん償却額 113 －

その他 15 15

営業外収益合計 158 68

営業外費用   

支払利息 2 2

為替差損 53 95

その他 21 33

営業外費用合計 76 131

経常損失（△） △513 △970

特別利益   

負ののれん発生益 230 －

その他 － 0

特別利益合計 230 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（△） △399 △971

法人税等 △73 △21

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △325 △950

少数株主損失（△） △0 －

四半期純損失（△） △325 △950



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △325 △950

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △53 △57

その他の包括利益合計 △53 △57

四半期包括利益 △379 △1,007

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △379 △1,007

少数株主に係る四半期包括利益 △0 －



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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損失（△） △399 △971

減価償却費 197 214

負ののれん償却額 △113 －

負ののれん発生益 △230 －

段階取得に係る差損益（△は益） 114 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 129 160

売上債権の増減額（△は増加） 5,168 8,858

たな卸資産の増減額（△は増加） △845 △946

仕入債務の増減額（△は減少） △1,783 △6,711

前受金の増減額（△は減少） △346 827

法人税等の支払額 △371 △368

その他 234 △317

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,753 747

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △226 △202

その他 △75 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △302 △201

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） △1,600 △2,450

配当金の支払額 △123 △123

その他 △13 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,737 △2,590

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △320 △2,087

現金及び現金同等物の期首残高 3,966 5,650

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,646 3,563



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 

  （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２四半期連結累計期

間においては230百万円であります。 

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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：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。 

  

   

該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

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 11,826 2,526 399 14,753  － 14,753 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  2  51  54 △54  －

計 11,826  2,528 451  14,807 △54 14,753 

セグメント損失（△） △239 △334 △21 △595  － △595 

  

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 9,773 2,910 441 13,125  － 13,125 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  4  41  46 △46  －

計 9,773  2,915 483  13,172 △46 13,125 

セグメント損失（△） △590 △288 △27 △906  － △906 

（６）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） 

（単位：百万円）

  

  （売上高） 

（単位：百万円）

  

（受注残高） 

（単位：百万円）

  

  

４．補足情報

区  分 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９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  16,759   78.5  18,536 86.9  1,777  10.6   32,417   80.2

 産業装置  3,533   16.5  2,445  11.5  △1,088  △30.8   6,525   16.1

 建  設   1,059   5.0  339 1.6  △720  △67.9   1,497   3.7

計   21,352   100.0   21,322   100.0  △30  △0.1   40,440   100.0

区  分 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９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  11,826   80.2  9,773  74.4   △2,053  △17.4   31,961   78.8

 産業装置  2,526  17.1  2,910  22.2  384  15.2   7,285   18.0

 建  設  399  2.7  441  3.4  42  10.5   1,303   3.2

計  14,753   100.0  13,125   100.0  △1,628  △11.0   40,549   100.0

区  分 

前第２四半期連結累計期間末 

(平成23年９月30日）  

当第２四半期連結累計期間末

（平成24年９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  23,329  80.1  27,615  90.3  4,286  18.4  18,852  84.2

 産業装置  5,084  17.5  2,853  9.3  △2,231  △43.9  3,317  14.8

 建  設  693  2.4  125  0.4  △568  △81.9  227  1.0

計  29,107   100.0  30,594   100.0  1,487  5.1  22,398   100.0
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