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

25年3月期第3四半期 22,276 △8.9 △764 ― △656 ― △712 ―
24年3月期第3四半期 24,445 12.7 △410 ― △311 ― 76 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △718百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △9百万円 （―％）

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3四半期 △23.03 ―
24年3月期第3四半期 2.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 29,784 13,599 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3四半期  13,599百万円 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  ：  有   

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 38,000 △6.3 800 △8.1 880 △5.9 500 △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.3「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3Q 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3Q 70,536 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3Q 30,943,767 株 24年3月期3Q 30,945,926 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、復興需要等により一部に緩やかな回復の動きが見られたも

のの、円高、世界的な経済の減速、日中関係の冷え込みにより厳しい状況が続きました。年末には政権交代への期

待から円安・株高への推移が見られたものの、先行きは依然として厳しい状況が続くと思われます。 

このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて受注拡大に努めるとともに中期経営計画「グローバル

ＡＤ」必達に向けて、海外調達の拡大、バラスト水処理装置の開発、放射能除染技術の実証等を強力に推進しまし

た。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は環境装置が寄与し33,166百万円（前年同期比12.7％増）とな

りました。一方、売上高は前年と比較し大型汚泥再生処理センターの売上が減少したことで22,276百万円（前年同

期比8.9％減）、受注残高は33,287百万円（前年同期比21.1％増）となりました。 

損益面においては、営業損失764百万円（前年同期は営業損失410百万円）、経常損失656百万円（前年同期は経

常損失311百万円）となり、加えて、前年同期の関連会社株式追加取得に伴う特別利益の計上がなくなり四半期純

損失は712百万円（前年同期は四半期純利益76百万円）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） 

複数年包括運転管理業務委託が大幅に伸長したこと、汚泥再生処理センターが堅調だったことにより受注高は

28,738百万円（前年同期比23.8％増）となりました。しかし、大型汚泥再生処理センターの売上が減少し、売上高

は16,912百万円（前年同期比12.9％減）、受注残高は30,678百万円（前年同期比38.3％増）、営業損失は372百万

円（前年同期は営業損失75百万円）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。 

  

（産業装置） 

円高により海外向け大型海水電解装置が低調に推移し受注高は3,991百万円（前年同期比19.0％減）となりまし

た。しかし、前年度末の受注残が寄与し売上高は4,737百万円（前年同期比8.3％増）、受注残高は2,571百万円

（前年同期比44.5％減）、営業損失は342百万円（前年同期は営業損失318百万円）となりました。 

  

（建設） 

予定していた案件の中止・延期等により受注高は436百万円（前年同期比66.2％減）、売上高は627百万円（前

年同期比4.9％減）、受注残高は36百万円（前年同期比94.5％減）、営業損失は48百万円（前年同期は営業損失17

百万円）となりました。 

なお、同事業は、平成25年１月１日をもって株式会社ニチゾウテック（親会社：日立造船株式会社、事業内

容：各種生産設備の設計・製作等、電気・配管工事等）へ譲渡いたしました。これは建築・設備・ユーティリティ

の一貫供給体制を構築することにより同事業の受注拡大を図るものであります。 

   

（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29,784百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,799百万円減少しま

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5,831百万円減少し、16,185百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛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967百万円減少の13,599百万円となりました。 

  

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 

近の業績動向などを踏まえ、平成24年５月10日に発表いたしました平成25年３月期通期の連結業績予想につき

まして、次のとおり修正しております。 

   

  

（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株式会社は、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 

（減価償却方法の変更） 

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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失はそれぞれ６百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

   

  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

前回発表予想 (A)  40,300  1,030  900  500  16.16

今回発表予想 (B)  38,000  800  880  500  16.16

増減額 (B-A)  △2,300  △230  △20  －  －

増減率 (%)  △5.7  △22.3  △2.2  －  －

(ご参考)前期実績

(平成24年３月期) 
 40,549  870  934  809  26.15

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,969 3,486

受取手形及び売掛金 17,730 11,482

商品及び製品 178 216

仕掛品 879 1,898

原材料及び貯蔵品 646 778

その他 2,893 1,668

貸倒引当金 △39 △14

流動資産合計 26,258 19,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,232 2,196

土地 6,364 6,364

その他（純額） 601 576

有形固定資産合計 9,197 9,137

無形固定資産 62 63

投資その他の資産   

投資有価証券 664 660

その他 423 414

貸倒引当金 △22 △6

投資その他の資産合計 1,065 1,067

固定資産合計 10,325 10,269

資産合計 36,584 29,784

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,505 7,807

短期借入金 2,650 2,700

未払法人税等 359 67

前受金 367 937

賞与引当金 743 372

工事損失引当金 387 216

その他の引当金 308 195

その他 1,031 972

流動負債合計 19,353 13,270

固定負債   

退職給付引当金 1,328 1,592

役員退職慰労引当金 61 62

資産除去債務 58 58

その他 1,214 1,201

固定負債合計 2,663 2,914

負債合計 22,017 16,185



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24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 10,630 9,669

自己株式 △26 △27

株主資本合計 14,507 13,546

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 59 52

その他の包括利益累計額合計 59 52

純資産合計 14,566 13,599

負債純資産合計 36,584 29,784



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 24,445 22,276

売上原価 20,659 18,756

売上総利益 3,786 3,520

販売費及び一般管理費 4,197 4,284

営業損失（△） △410 △764

営業外収益   

受取利息及び配当金 20 24

負ののれん償却額 113 －

為替差益 － 61

その他 42 63

営業外収益合計 176 148

営業外費用   

支払利息 5 3

為替差損 45 －

シンジケートローン手数料 10 10

事故関連費用 － 24

その他 15 2

営業外費用合計 76 40

経常損失（△） △311 △656

特別利益   

負ののれん発生益 392 －

その他 － 0

特別利益合計 392 0

特別損失   

段階取得に係る差損 114 －

ゴルフ会員権評価損 － 3

その他 5 1

特別損失合計 120 4

税金等調整前四半期純損失（△） △39 △660

法人税等 △112 51

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（△）

73 △712

少数株主損失（△） △3 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 76 △712



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△）

73 △712

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △83 △6

その他の包括利益合計 △83 △6

四半期包括利益 △9 △718

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △6 △718

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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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．報告セグメントの変更等に関する事項 

(減価償却方法の変更)  

「会計方針の変更」に記載のとおり、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方法に変更しており

ます。 

この変更に伴い、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間のセグメント損失が、それぞれ「環

境装置」で４百万円、「産業装置」で２百万円減少しております。  

  

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

  

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

  

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  16,912  4,737  627  22,276  －  22,276

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  15  61  77  △77  －

計  16,912  4,752  688  22,353  △77  22,276

セグメント損失（△）  △372  △342  △48  △764  －  △764

（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） 

（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） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31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  23,204   78.9  28,738  86.7  5,534  23.8   32,417   80.2

 産業装置  4,927  16.7  3,991  12.0  △936  △19.0   6,525   16.1

 建  設  1,292   4.4  436  1.3  △856  △66.2   1,497   3.7

計  29,424   100.0  33,166   100.0  3,742  12.7   40,440   100.0

区  分 

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31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  19,411   79.4  16,912  75.9  △2,499  △12.9   31,961   78.8

 産業装置  4,375  17.9  4,737  21.3  362  8.3   7,285   18.0

 建  設  659   2.7  627  2.8  △32  △4.9   1,303   3.2

計  24,445   100.0  22,276   100.0  △2,169  △8.9   40,549   100.0

区  分 

前第３四半期連結累計期間末 

(平成23年12月31日)  

当第３四半期連結累計期間末

（平成24年12月31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  22,189   80.7  30,678  92.2  8,489  38.3   18,852   84.2

 産業装置  4,630  16.9  2,571  7.7  △2,059  △44.5   3,317   14.8

 建  設  666   2.4  36  0.1  △630  △94.5   227   1.0

計  27,486   100.0  33,287   100.0  5,801  21.1   22,398   100.0
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