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1．2012 年第 1四半期の連結業績（2012 年 1月 1日～2012年 3月 31 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 

 千人民元 

（千円） 

％ 千人民元 

（千円） 

％ 千人民元 

（千円） 

％ 千人民元 

（千円） 

％ 

2012 年 12 月期第 1四半期 114,974 △35.0 △6,781 - △2,858 - △5,977 - 

 (1,498,601)  (△88,380)  (△37,257)  (△77,904) 

2011 年 12 月期第 1四半期 176,891 △2,628 △4,153 8,567 

 (2,305,645) 

△29.2 

 (△34,260) 
- 

(△54,136) 
- 

(111,667) 

△69.3 

 

  

 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 

 人民元 

(円) 

人民元 

(円) 

2012 年 12 月期第 1四半期 △8.34 - 

 (△108.65) (-) 

2011 年 12 月期第 1四半期 11.95 - 

 (155.74) (-) 

（注）当社は、2011 年 4月 1日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割をしております。 
前第 1四半期連結累計期間の 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益は、 
当該株式分割が、前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しております。 
 

(2) 連結財政状態                                                                                                     

 総資産 純資産 自己資本比率 

 
千人民元 

（千円） 

千人民元 

（千円） 

％ 

2012 年 12 月期第 1四半期 2,544,323        1,204,057 46.5 

 (33,163,314) (15,693,969)  

2011 年 12 月期 
2,815,810  

(36,701,951) 

1,219,455 

 (15,894,669) 

42.2 

 

（参考）自己資本 2012 年 12 月期第 1四半期 1,183,691 千人民元（15,428,516 千円） 

2011 年 12 月期 1,189,668 千人民元（15,506,420千円）  

（注）「円」で表示されている金額は、2012 年 3月 31日現在の上海外貨取引センターの対円の相場終値、100円＝7.6721 人民元で換

算された金額であります。 

 

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 

2011 年 12 月期 - - - - - 

2012 年 12 月期 -     

2012 年 12 月期（予想）  - - - - 

（注）当四半期における配当予想の修正の有無 ： ：有・□無  
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３．2012 年 12 月期の連結業績予想（2012 年１月１日～2012年 12 月 31 日）  
               （％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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 

 
千人民元 

（千円） 

％ 千人民元 

（千円） 

％ 千人民元 

（千円） 

％ 千人民元 

（千円） 

％ 人民元 

（円） 

 

418,000 △7.2 16,852   206.3  12,802 - 9,600 △41.1 13.39  第 2四半期 

連結累計期間 (5,448,313)  (219,648)  (166,859)  (125,129)  (174.51)  

1,100,000 △8.5 36,600 △9.7 28,100 △19.2 35,000 △14.5 48.81  
通期 

(14,337,665)  (477,053)  (366,262) (456,198)  (636.25)  

（注） 当四半期における業績予想の修正有無 ：有・□無  

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 

（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) ：□有 ・無 

新規 1社 （社名） 北京博奇潤邦科技有限公司 、除外 ―社 （社名） 
（注）詳細は、【添付資料】P．3「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動の概要」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・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 ：有・無 

② ①以外の変更 ：：有・無 

③ 会計上の見積りの変更            ：有・無 

④ 修正再表示                 ：有・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） 2012 年 12 月期 1Q 721,976 株 2011 年 12 月期 721,976 株 

②  期末自己株式数 2012 年 12 月期 1Q 4,966 株 2011 年 12 月期 4,966 株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2012 年 12 月期 1Q 717,010 株 2011 年 12 月期 1Q 717,010 株 

(注)当社は、2011 年 4月 1日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割をしており、2011 年 12 月

期 1Qの株式数は株式分割後の株数にて算出しております。 

 

※ 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いません。 

 

※ 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仮定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 

(３)．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

なお、当社は、2011 年 4月 1日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割をしておりま

す。 
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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 
当第１四半期連結累計期間においては、複雑な世界経済情勢に直面するとともに、中国国内におけるマクロ経済の

調整により、中国経済は、その成長のテンポは引き続き鈍化傾向にあったものの、安定的な成長を見せました。中国

国家統計局が 2012 年４月 13 日に公表したデータによると、当第１四半期連結累計期間における中国国内総生産

（GDP）は価格変動要因を除き、対前年同期比 8.1%増となり、消費者物価指数（CPI）は対前年同期比 3.8％増、生

産者物価指数（PPI）は対前年同期比 0.1%増となりました。 
中国電力企業連合会が2012年４月15日に発表した「全国電力供需与経済運行形勢分析予測報告(2012年1－３月)」

によると、2012 年１月から３月における中国全土の電気使用量は対前年同期比 6.80%増の 11,655 億キロワットとな

り、工業用電気使用量は対前年同期比 4.46％増の 8,247 億キロワットとなっています。中国全国発電設備の発電総

容量は新たに 924万キロワット増加し、その中でも火力設備の発電総容量は新たに 649万キロワット増加しました。

もっとも、電力需要の減少に伴い、発電量の増加スピードは大幅に鈍化しております。 
当第１四半期連結累計期間における当社グループの生産経営は順調に推移しております。しかし、中国国内外にお

けるマクロ経済情勢及び電力業界環境の影響を受け、排煙脱硫・脱硝市場における競争が激しくなり、また、EPC
プロジェクトがシーズン・オフに入ったことや、事業主の資金不足、一部の工事が延期されたことなどの影響により、

EPC 方式による事業の売上高は予測より減少しました。石炭の配合・販売事業につきましては、経営モデルの転換

期に当たっていることから、仕入れ量及び販売量はともに減少しております。他方で、工業、市政汚水処理などの水

処理業務を拡大するために、博奇潤邦を完全子会社化したことにより、当社グループの経営構造の最適化を図り、新

業務及び研究技術の向上を加速させることができましたが、現時点で売上高はまだ計上されておりません。上記の影

響により、新規受注、売上高及び純利益はいずれも前年同期と比べ減少しました。 
当第１四半期連結会計期間の売上高は 114,974 千人民元（1,498,601 千円）となり、経常損失は 2,858 千人民元

（37,257 千円）となり、純損失は 5,977 千人民元（77,904 千円）となりました。 

受注においては、一部の入札予定案件について、商談中及び使用する技術に関する検討が継続中であること、並び

に、市場価格の競争が激化したことから、新規契約額は前年同期と比べ減少しました。事業においては、企業の安定

的かつ持続的な発展を目的として、経営メカニズムの強化策を実施した結果、脱硫 BOT、オペレーション・メンテ

ナンス事業及び石炭の配合・販売事業の売上高の総売上高に占める割合は前年同期と比べ増加しました。売上高にお

いては、前年同期と比べ減少となりました。その一方、原価のコントロールにおいて、引き続きコスト・ダウン及び

採算性の向上を進め、工事管理及びオペレーション・メンテナンス業務において、設計企画力の強化、資材購入の追

跡管理、工事標準化などの措置を講じたことにより、工事及び生産実行力が向上しました。技術の研究開発において

は、中国国内外において技術交流及び学校関連企業との技術協力を数多く行いました。 
 

1.セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

a.排煙脱硫・脱硝事業 

当第１四半期連結会計期間において、排煙脱硫・脱硝事業の新規受注は２件で、前年同期と比べ２件減少となり、

契約総額は 13,165 千人民元（171,596 千円)で、対前年同期比 218,385 千人民元（2,846,483 千円）の減少となりま

した。 

当第１四半期連結会計期間において、売上高は 99,014千人民元（1,290,576千円）で、対前年同期比 43,009千人

民元（560,591 千円)の減少となりました。 

b.固体廃棄物処理事業 

当第１四半期連結会計期間において、固体廃棄物処理事業については、前年同期と同様に新規案件の受注はありま

せんでした。 

売上高はなく、対前年同期比増減がありませんでした。 

c.石炭の配合・販売事業 

当社グループは安徽能達の有する石炭配合技術及びプロセスを採用することにより、発揮性の低い石炭の混合配合

又は硫黄含有量の多い石炭と少ない石炭との混合配合を行い、環境保護規制に合致する石炭を提供しております。 

当第１四半期連結会計期間において石炭の配合・販売事業の新規受注 18,639 千人民元（242,942 千円），対前年同

期比、22,157 千人民元（288,797 千円）の減少となりました。 

当第１四半期連結会計期間において石炭の配合・販売事業による売上高は 15,931 千人民元（207,642 千円）で、

対前年同期比 18,937 千人民元（246,835 千円）の減少となりました。 
d.水処理事業 

当第１四半期連結会計期間において、水処理事業については、前年同期と同様に新規案件の受注はありませんで

した。 
売上高はなく、対前年同期比増減がありませんでした。 

2.その他 

当第１四半期連結会計期間において、その他については、前年同期と同様に新規案件の受注はありませんでした。 

当第１四半期連結会計期間において、売上高は29千人民元（382千円）で対前年同期比 29千人民元（382千円)の

増加となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 
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    a. 資産 

   当第 1四半期連結会計期間末における総資産は 2,544,323 千人民元（33,163,314 千円）となり、前連結会計

年度末に比べ 271,488千人民元（3,538,636 千円）の減少となりました。これは主に流動資産が 253,191 千人民

元(3,300,157 千円)減少し、固定資産が 18,296 千人民元(238,479 千円)減少したことによるものであります。

流動資産の減少は、主に現金及び預金が 325,187千人民元(4,238,570 千円)減少し、受取手形及び完成工事未収

入金等が 58,821 千人民元(766,692 千円)減少したことによるものであります。固定資産の減少は、建設仮勘定

が 11,801 千人民元(153,821 千円)減少し、建物及び構築物が 443 千人民元（5,775 千円）減少し、機械装置が

2,192 千人民元(28,573千円)減少し、工具器具・備品が 237 千人民元(3,089千円)減少したことによるものであ

ります。 

  b. 負債 

当第 1四半期連結会計期間末における総負債は1,340,266千人民元（17,469,346千円）となり、前連結会計

年度末に比べ 256,090千人民元（3,337,936 千円）の減少となりました。これは主に支払手形・工事未払金等が

56,078千人民元（730,939千円）減少し、短期借入金の返済により 150,000 千人民元(1,955,136 千円)減少し、

未払増値税が 13,971 千人民元（182,107 千円）減少し、賞与引当金が 3,295 千人民元（42,948千円）減少した

ことによるものであります。 

c. 純資産 

当第 1四半期連結会計期間末における純資産は1,204,057千人民元(15,693,969 千円)となり、前連結会計年

度末に比べ 15,398千人民元(200,701 千円)の減少となりました。これは、主に四半期純損失の計上により利益

剰余金が 5,977 千人民元(77,904 千円)減少し、少数株主持分が 9,049千人民元（117,946 千円）減少したことに

よるものであります。 

 
（３） 連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの 2012 年 12 月期の業績予想につきましては、売上高 1,100,000 千人民元(14,337,665 千円)、

営業利益 36,600 千人民元（477,053 千円）、経常利益 28,100 千人民元(366,262 千円）、当期純利益 35,000 千人

民元(456,198 千円)と、前連結会計年度比減収減益の見通しとなっています。 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、為替変動

等の様々なリスクや不確実性が含まれています。この影響のため、実際の業績が上記の見通しと異なる可能性が

あります。 
当第１四半期連結会計期間において、当社グループはプロジェクト管理を強化し、プロジェクトの進捗状況

を積極的に調整しており、石炭の配合・販売事業の拡大に向けて取り込みを加速させ、年度業績予想を達成でき

るように努力してまいります。なお、2012 年2月20日に公表した当社2012年12月期における業績予想は現段階で

は修正しないことといたします。また、今後業績に関する様々な要因が確定して行く中で、必要な場合には業績

予想の修正を行うことといたします。 
 
２．その他の情報 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動の概要 

新規連結: 北京博奇潤邦科技有限公司 

北京博奇電力科技有限公司 2012 年１月 30 日開催の取締役会において、北京博奇潤邦科技有限公司（以下、

博奇潤邦）の出資持分 90%を追加取得し、同社を完全子会社化することを決議し、同日に株式譲渡契約を締結し

ました。当第 1四半期連結会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 

該当事項はありません。 

(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。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事項等の概要 

該当事項はありません。 
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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：千人民元、括弧内は千円、千人民元及び千円未満四捨五入） 

  
前連結会計年度 

(2011 年 12 月 31 日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2012 年 3月 31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  602,505     277,318     

    (7,853,195) (3,614,625) 

受取手形・完成工事未収入金等 883,621 824,800 

   (11,517,331) (10,750,639) 

有価証券 - 105,000 

 (-) (1,368,595) 

商品及び製品 14,453 26,935 

 (188,388) (351,075) 

未成工事支出金等 174,048 202,035 

   (2,268,587) (2,633,376) 

繰延税金資産 11,408 9,586 

 (148,701) (124,941) 

その他 144,817 141,988 

  (1,887,575) (1,850,711) 

  貸倒引当金 △14,164 △24,164 

 (△184,614) (△314,957) 

流動資産合計 1,816,689 1,563,498 

  (23,679,162) (20,379,005) 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 58,017 58,006 

 (756,208) (756,058) 

 減価償却累計額 △21,659 △22,091 

 (△282,314) (△287,939) 

建物及び構築物(純額) 36,358 35,915 

 (473,894) (468,119) 

機械装置 168,920 168,920 

 (2,201,746) (2,201,746) 

減価償却累計額 △19,163 △21,355 

 (△249,769) (△278,342) 

機械装置(純額) 149,758 147,565 

 (1,951,977) (1,923,404) 

工具器具・備品 14,304 13,454 

 (186,445) (175,365) 

 減価償却累計額 △11,103 △10,490 

 (△144,720) (△136,728) 

工具器具・備品(純額) 3,201 2,964 

 (41,725) (38,637) 

車輌運搬具 18,247 18,141 

 (237,830) (236,460) 

減価償却累計額 △12,662 △13,276 

 (△165,039) (△173,040) 

車輌運搬具(純額) 5,585 4,866 

 (72,791) (63,420) 

建設仮勘定   736,751 724,950 

  (9,602,992) (9,449,171) 

有形固定資産合計 931,652 916,260 

  (12,143,380) (11,942,752) 
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（単位：千人民元、括弧内は千円、千人民元及び千円未満四捨五入） 

  
前連結会計年度 

(2011 年 12 月 31 日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2012 年 3月 31日) 

無形固定資産   

    

    のれん - 3,088 

 (-) (40,245)  

    その他 9,731 9,036 

 (126,835) (117,772)  

無形固定資産合計 9,731 12,123 

 (126,835) (158,017) 

     投資その他の資産   

    投資有価証券 9,442 8,942 

 (123,065)  (116,548)  

関係会社株式 43,808 43,500 

 (571,003) (566,993) 

その他 4,489 - 

 (58,505) (-) 

投資その他の資産合計 57,738 52,442 

 (752,573) (683,541) 

固定資産合計 999,121 980,825 
  (13,022,788) (12,784,309) 
資産合計 2,815,810 2,544,323 

 (36,701,951) (33,163,314) 



 

 

 

チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー（ホールディング）カンパニー・リミテッド（1412） 

2012 年 12 月期 第 1 四半期決算短信 
  

6 

 
 （単位：千人民元、括弧内は千円、千人民元及び千円未満四捨五入） 

  
前連結会計年度 

(2011 年 12 月 31 日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2012 年 3月 31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等   1,096,488       1,040,410     

  (14,291,889) (13,560,949) 

短期借入金 150,000 - 

  (1,955,136) (-) 

一年内返済予定の長期借入金 10,000 10,000 

  (130,342) (130,342) 

未払法人税等 1,006 2,624 

  (13,117) (34,208) 

賞与引当金 4,311 1,016 

 (56,197) (13,249) 

工事損失引当金      10,183   10,184  

 (132,723) (132,735) 

未払増値税      15,959       1,988       

 (208,014) (25,907) 

未成工事受入金 21,669 27,677 

 (282,441) (360,752) 

完成工事補償引当金 53,956 52,634 

 (703,269) (686,045) 

その他 85,783 66,733 

  (1,118,119) (869,810) 

流動負債合計 1,449,355 1,213,266 

  (18,891,248) (15,813,997) 

 固定負債   

長期借入金 147,000 127,000 

 (1,916,033) (1,655,349) 

固定負債合計 147,000 127,000 

 (1,916,033) (1,655,349) 

負債合計 1,596,355 1,340,266 

  (20,807,281) (17,469,346) 
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 （単位：千人民元、括弧内は千円、千人民元及び千円未満四捨五入） 

  
前連結会計年度 

(2011 年 12 月 31 日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2012 年 3月 31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 294 294 

  (3,830) (3,830) 

資本剰余金 880,928 880,928 
  (11,482,222) (11,482,222) 

利益剰余金 313,828 307,851 

  (4,090,512) (4,012,608) 

     自己株式 △5,382 △5,382 

 (△70,144) (△70,144) 

株主資本合計 1,189,668 1,183,691 

  (15,506,420) (15,428,516) 

新株予約権 20,738 20,366 

 (270,303) (265,453) 

少数株主持分 9,049 - 

 (117,946) (-) 

純資産合計 1,219,455 1,204,057 

  (15,894,669) (15,693,969) 

負債純資産合計 2,815,810 2,544,323 

  (36,701,951) (33,163,314) 
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千人民元、括弧内は千円、千人民元及び千円未満四捨五入）                   

  
  
  

前第１四半期連結累計期間 
(自  2011年１月１日 
 至  2011年3月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  2012年１月１日 
 至  2012年3月31日) 

売上高   

   

完成工事高 101,111 43,602 

  (1,317,910) (568,318) 

商品及び製品売上高 34,868 15,931 

 (454,478) (207,642) 

その他の事業売上高 40,912 55,442 

 (533,257) (722,640) 

売上高合計 176,891 114,974 
 (2,305,645) (1,498,601) 

売上原価   

   

完成工事原価 90,834 27,909 

  (1,183,958) (363,772) 

商品及び製品売上原価 33,550 15,147 

 (437,293) (197,425) 

その他の事業売上原価 27,465 41,906 

 (357,981) (546,219) 

売上原価合計 151,849 84,962 

 (1,979,231) (1,107,416) 

売上総利益   

   

完成工事総利益 10,277 15,693 

  (133,952) (204,546) 

商品及び製品売上総利益 1,318 784 

 (17,185) (10,217) 

その他の事業総利益 13,447 13,535 

 (175,276) (176,422) 

売上総利益合計 25,043 30,012 

 (326,413) (391,185) 

販売費及び一般管理費    27,671 36,793 

 (360,673) (479,565) 

営業損失（△） △2,628 △6,781 

    (△34,260) (△88,380) 

営業外収益   

受取利息 1,654 1,806 

  (21,558) (23,545) 

受取地代家賃 250 400 

 (3,259) (5,214) 

関係会社株式売却益 582 - 

 (7,592) (-) 

補助金収入 - 6,529 

 (-) (85,094) 

その他 687 65 

  (8,958) (844) 

 営業外収益合計 3,174 8,800 

 (41,367) (114,697) 
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(単位：千人民元、括弧内は千円、千人民元及び千円未満四捨五入） 

  
前第１四半期連結累計期間 

(自  2011年１月１日 
至  2011年3月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  2012年１月１日 
至  2012年3月31日) 

営業外費用   

支払利息 3,643 3,336 

  (47,488) (43,477) 

持分法による投資損失 304 277 

 (3,966) (3,616) 

為替差損 751 753 

  (9,788) (9,815) 

その他  -  511 

  (-) (6,666) 

営業外費用合計 4,699 4,877 

 (61,243) (63,575) 

経常損失（△） △4,153 △2,858 

 (△54,136) (△37,257) 

特別利益   

固定資産売却益 - 11 

  (-) (143) 

受取損害賠償金 12,636 - 

 (164,703) (-) 

訴訟損失引当金戻入額 320 - 

 (4,170) (-) 

 新株予約権戻入益 518 372 

 (6,752) (4,851) 

  特別利益合計 13,474 383 

 (175,625) (4,994) 

特別損失   

固定資産除売却損 5 66 

 (67) (857) 

 特別損失合計 5 66 

 (67) (857) 

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（△） 

9,316 △2,541 

 (121,422) (△33,120) 

法人税、住民税及び事業税 2,214 1,613 

 (28,855) (21,023) 

法人税等調整額 △1,273 1,823 

 (△16,596) (23,760) 

法人税等合計 941 3,436 

 (12,259) (44,783) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株 8,375 △5,977 

主損益調整前四半期純損失（△） (109,164) (△77,904) 

少数株主損失（△） △192 - 

 (△2,504) (-) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 8,567 △5,977 

 (111,667) (△77,904) 
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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：千人民元、括弧内は千円、千人民元及び千円未満四捨五入） 

  
前第１四半期連結累計期間 

(自  2011年１月１日 
 至  2011年3月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  2012年１月１日 
 至  2012年3月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は 8,375 △5,977 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） (109,164) (△77,904) 

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 - - 

 (-) (-) 

四半期包括利益 8,375 △5,977 

 (109,164) (△77,904) 

(内訳)   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,567 △5,977 

 (111,667) (△77,904) 

少数株主に係る四半期包括利益 △192 - 

 (△2,504) (-) 
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（３）継続企業の前提に関する注記 
当第１四半期連結累計期間（自 2012年１月１日至 2012 年 3月 31 日） 

       該当事項はありません。 
 

（４）セグメント情報 
I前第 1四半期連結累計期間(自 2011 年 1月 1日 至 2011年 3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：千人民元、括弧内は千円、千人民元及び千円未満四捨五入) 

 (注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、余熱発電事業が主なもの

となっています。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消却及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。 

 

II 当第 1四半期連結累計期間(自 2012 年 1月 1日 至 2012年 3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：千人民元、括弧内は千円、千人民元及び千円未満四捨五入) 

 報告セグメント 

 排煙脱硫・ 
脱硝事業 

固体廃棄物 
処理事業 

石炭の配合・

販売事業 
水処理 
事業 

その他 
（注１） 合計 調整額 

（注２） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注３) 
売上高         

99,014 - 15,931 - 29 114,974 - 114,974 外部顧客 

に対する売上高 (1,290,576） (-) (207,642) (-) (382) (1,498,601) (-) (1,498,601) 

- - - - - - - - セグメント間の 

内部売上高又は振

替高 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

99,014 - 15,931 - 29 114,974 - 114,974 
計 

(1,290,576） (-) (207,642) (-) (382) (1,498,601) (-) (1,498,601) 

726 - △1,556 △820 29 △1,620 △5,160 △6,781 セグメント利益又は 

損失（△） (9,460） (-) (△20,276) (△10,687) (382) (△21,121) (△67,259) (△88,380) 

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、余熱発電事業が主なもの

となっています。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消却及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。 

 

２. 報告セグメントの変更等に関する事項       

当第1四半期連結会計期間より、「水処理事業」を報告セグメントに含めるよう変更しました。 

前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第1四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づ

き作成したものを開示しております。       

この変更は、2012年1月30日付で博奇潤邦の発行済株式の全てを取得し、当社の完全子会社としたためで

あります。       

       

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       

(のれんの金額の重要な変動)       

 報告セグメント 

 排煙脱硫・ 
脱硝事業 

固体廃棄物 
処理事業 

石炭の配合・ 
販売事業 

水処理

事業 

その他 
（注１） 合計 調整額 

（注２） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注３) 
売上高         

142,023 - 34,868 - - 176,891 - 176,891 外部顧客 

に対する売上高 (1,851,167） (-) (454,478) (-) (-) (2,305,645) (-) (2,305,645) 

- - - - - - - - セグメント間の 

内部売上高又は振

替高 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

142,023 - 34,868 - - 176,891 - 176,891 
計 

(1,851,167） (-) (454,478) (-) (-) (2,305,645) (-) (2,305,645) 

5,567 - △159 - - 5,408 △8,037 △2,628 セグメント利益又は 

損失（△） (72,566） (-) (△2,073) (-) (-) (70,494) (△104,754) (△34,260) 
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 「水処理事業」セグメントにおいて、2012年1月30日付で博奇潤邦の発行済株式の全てを取得し、当社の完

全子会社としております。       

 なお、当該事象によるのれん増加額は、当第1四半期連結累計期間においては3,250千人民元(42,364千円)

であります。       

 

  (５) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間（自 2012年１月１日至 2012 年 3月 31 日） 

     該当事項はありません。 

 

（６）重要な後発事象 

    該当事項はありません。 

  


