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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 33,613 △19.7 △571 ― △96 ― △3,711 ―
22年3月期第2四半期 41,867 △4.3 △481 ― △227 ― △829 ―

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

23年3月期第2四半期 △44.89 ―
22年3月期第2四半期 △10.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 87,376 18,474 20.9 220.73
22年3月期 97,512 23,290 23.6 278.54

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  18,251百万円 22年3月期  23,034百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 90,000 △5.4 3,400 141.4 4,200 108.6 1,700 290.7 20.55



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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、四半期決算短信(添付資料)4ページ「1. 当四半期の連結業績等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 （詳細は、【添付資料】P.5「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 87,799,248株 22年3月期  87,799,248株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  5,110,645株 22年3月期  5,105,328株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 82,691,273株 22年3月期2Q 82,547,343株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、景気も下げ止まり、その回復基調にはあったものの、雇

用情勢は依然として低迷が続いており、また急激な円高等により復調してきていた輸出に減速も見ら

れ、景気の先行きに懸念が強まっています。 

このような経済情勢の下で、民間需要の低迷により事業環境は依然として厳しい状況にありますが、

ごみ処理施設の新設、更新需要は回復してきており、これらの大型の建設工事を相次いで受注したこと

から、当第２四半期連結累計期間の受注高は68,508百万円と前年同期に比べ25,330百万円（+58.7％）

と大幅に増加しました。一方、建設中である大型の建設工事は下半期から来年度にかけて大きく進ちょ

くすることから、売上高については33,613百万円と前年同期に比べ8,254百万円（△19.7％）の減少と

なりました。また、受注残高については115,807百万円となりました。 

損益面においては、売上高は減少したもののコスト削減により原価率の低減がはかれていることか

ら、当第２四半期連結累計期間の営業損失は571百万円となり、経常損失では96百万円と改善しまし

た。ただし、訴訟損失引当金を繰入れたことにより、四半期純損失では3,711百万円となりました。 

なお、当社グループの売上高は、通常の事業形態として、上半期に比較して下半期が多くなる傾向に

あります。 

ちなみに、前第２四半期連結累計期間の売上高は41,867百万円、前連結会計年度の売上高は95,134百

万円であります。 

  

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

 
  

[環境・エネルギー（国内）事業] 

大型のごみ処理施設の建設工事を整備・運営事業とあわせて相次いで受注したこと等により、受注

高は57,113百万円となりました。一方、過年度に受注した大型のごみ処理施設の建設工事が本格的に

進ちょくするのは下半期以降となることから、売上高は23,199百万円となり、営業損益面では、787百

万円の利益となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(単位：百万円)

セグメントの名称 受注高 売上高 セグメント利益(営業利益)

環境・エネルギー（国内）事業 57,113 23,199 787

環境・エネルギー（海外）事業 568 1,220 △157

民生熱エネルギー事業 8,394 7,449 △347

設備・システム事業 2,780 2,195 △148

計 68,857 34,064 133

調整額 △348 △451 △704

合計 68,508 33,613 △571
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[環境・エネルギー（海外）事業] 

受注高は568百万円となりました。また、売上高につきましても、1,220百万円となり、営業損益面

では、157百万円の損失となりました。 

  

[民生熱エネルギー事業] 

主力製品の貫流ボイラ、温水ヒーター等における市場占有率の向上、これらの保守契約等の更新に

努めており、受注高は8,394百万円となりました。また、売上高は7,449百万円となり、営業損益面で

は、347百万円の損失となりました。 

  

[設備・システム事業] 

半導体産業用設備等の需要では回復の兆しも見られ、受注高は2,780百万円となりました。また、売

上高は2,195百万円となり、営業損益面では、148百万円の損失となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は87,376百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,136百万円

(△10.4％)の減少となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が回収により22,200百万円の減少と

なったものの、支払手形及び買掛金の決済ほか支出を大きく上回ったことにより、現金及び預金が

10,861百万円の増加となったこと等によるものであります。 

負債は68,901百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,320百万円(△7.2％)の減少となりました。主

な要因は、前受金の受領により2,568百万円の増加となった一方で、支払手形及び買掛金が決済により

7,632百万円の減少となったこと等によるものであります。 

株式市場での株価の下落によるその他有価証券評価差額金の減少、また外為市場での円高による為替

換算調整勘定の減少も影響した結果、純資産は18,474百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,815百

万円(△20.7％)の減少となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の23.6％から20.9％となり、１株当たり純資産は前連結

会計年度末の278.54円から220.73円となりました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は22,332百万円と前連結会計年度末

に比べ10,865百万円増加しました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は10,724百万円(前年同四半期は407百万円の資金の増加)となりました。 

これは主に、仕入債務の支払により7,956百万円、たな卸資産の増加によって1,637百万円及び訴訟和

解金の支払によって1,542百万円減少しましたが、売上債権の順調な回収によって24,389百万円増加し

たこと等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は557百万円(前年同四半期は1,182百万円の資金の増加)となりました。 

これは主に、貸付けによって579百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は1,014百万円(前年同四半期は2,346百万円の資金の減少)となりました。

これは主に、長期借入金の返済によって1,140百万円減少しましたが、新規の借入れを行ったことに

より短期借入金の純増減額が692百万円、長期借入れによる収入が1,500百万円増加したこと等によるも

のであります。 

  

今後の見通しにつきましては、平成22年10月20日に公表いたしました業績予想から現時点で変更はあ

りません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

１.簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定する方法によっております。 

②棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価の切下げを行う方法によっております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっておりま

す。 

  

２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

①原価差異の繰延処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるた

め、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

②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計算

しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

記載すべき事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,085 12,224

受取手形及び売掛金 20,050 42,251

有価証券 30 3

商品及び製品 565 540

仕掛品 4,154 2,602

原材料及び貯蔵品 1,409 1,352

その他 5,553 4,415

貸倒引当金 △43 △51

流動資産合計 54,806 63,340

固定資産   

有形固定資産 14,742 14,961

無形固定資産   

のれん 2,425 2,749

その他 366 394

無形固定資産合計 2,791 3,143

投資その他の資産   

投資有価証券 11,344 12,661

その他 4,464 4,208

貸倒引当金 △775 △808

投資その他の資産合計 15,033 16,061

固定資産合計 32,567 34,166

繰延資産 2 5

資産合計 87,376 97,512
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,061 25,694

短期借入金 14,303 13,577

未払法人税等 165 258

賞与引当金 1,577 1,477

製品保証引当金 420 477

工事損失引当金 239 178

訴訟損失引当金 7,826 5,975

その他 6,474 6,517

流動負債合計 49,069 54,157

固定負債   

長期借入金 9,785 9,460

退職給付引当金 5,806 5,549

役員退職慰労引当金 247 316

負ののれん 2,917 3,324

その他 1,074 1,414

固定負債合計 19,832 20,064

負債合計 68,901 74,222

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,367 13,367

資本剰余金 3,844 3,844

利益剰余金 4,336 8,048

自己株式 △3,604 △3,603

株主資本合計 17,944 21,657

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 877 1,755

繰延ヘッジ損益 1 －

為替換算調整勘定 △571 △378

評価・換算差額等合計 307 1,377

少数株主持分 222 255

純資産合計 18,474 23,290

負債純資産合計 87,376 97,512
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(2)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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 41,867 33,613

売上原価 34,356 26,777

売上総利益 7,511 6,835

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 29 －

給料及び手当 2,716 2,537

賞与引当金繰入額 644 660

退職給付費用 184 227

役員退職慰労引当金繰入額 42 37

その他 4,375 3,944

販売費及び一般管理費合計 7,993 7,407

営業損失（△） △481 △571

営業外収益   

受取利息 48 41

受取配当金 148 123

持分法による投資利益 79 204

負ののれん償却額 288 406

その他 139 157

営業外収益合計 704 933

営業外費用   

支払利息 147 229

為替差損 254 144

その他 49 84

営業外費用合計 451 458

経常損失（△） △227 △96

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 12 11

ゴルフ会員権売却益 － 7

補助金収入 501 －

投資有価証券売却益 129 －

その他 117 －

特別利益合計 760 18

特別損失   

固定資産処分損 9 11

訴訟損失引当金繰入額 － 3,393

固定資産圧縮損 501 －

その他 445 19

特別損失合計 956 3,424

税金等調整前四半期純損失（△） △423 △3,502

法人税等 455 206

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △3,709

少数株主利益又は少数株主損失（△） △49 1

四半期純損失（△） △829 △3,711
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(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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △423 △3,502

減価償却費 561 517

のれん償却額 291 266

負ののれん償却額 △288 △406

投資有価証券売却損益（△は益） △129 －

投資有価証券評価損益（△は益） 36 －

固定資産売却損益（△は益） △0 1

固定資産処分損益（△は益） 9 9

固定資産圧縮損 501 －

補助金収入 △501 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 △40

賞与引当金の増減額（△は減少） 85 99

工事損失引当金の増減額（△は減少） △814 77

退職負債の増減額（△は減少） △7 152

受取利息及び受取配当金 △196 △164

支払利息 147 229

持分法による投資損益（△は益） △79 △204

訴訟損失引当金繰入額 － 3,393

売上債権の増減額（△は増加） 11,195 24,389

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,666 △1,637

未収消費税等の増減額（△は増加） 454 △113

その他の流動資産の増減額（△は増加） 651 △534

仕入債務の増減額（△は減少） △7,993 △7,956

未払消費税等の増減額（△は減少） 45 △943

その他の流動負債の増減額（△は減少） △130 △1,525

その他 △557 149

小計 207 12,255

利息及び配当金の受取額 413 245

利息の支払額 △139 △225

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △74 △9

訴訟和解金の支払額 － △1,542

営業活動によるキャッシュ・フロー 407 10,724
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △139 23

有形固定資産の取得による支出 △190 △89

有形固定資産の売却による収入 1 7

補助金の受取額 501 －

無形固定資産の取得による支出 △32 △22

投資有価証券の取得による支出 △4 △56

投資有価証券の売却による収入 1,169 0

貸付けによる支出 △397 △579

貸付金の回収による収入 210 125

その他の投資の増加による支出 △51 △81

その他の投資の減少による収入 115 116

その他 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,182 △557

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） △3,073 692

長期借入れによる収入 1,156 1,500

長期借入金の返済による支出 △409 △1,140

自己株式の取得による支出 △0 △1

少数株主への配当金の支払額 △6 △24

その他 △12 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,346 1,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 111 △316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △645 10,865

現金及び現金同等物の期首残高 16,254 11,467

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 140 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,749 22,332
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該当事項はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
(注) ① 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

② 各事業の主な製品等 

環境・エネルギー(国内)…一般廃棄物処理プラント・産業廃棄物処理プラント・資源回収プラント・下水

処理プラント・汚泥焼却プラント・バイオマス発電プラント・ガスタービンコ

ージェネレーションシステム 

環境・エネルギー(海外)…廃棄物発電プラント・バイオマス発電プラント 

民生熱エネルギー…………小型貫流ボイラ・真空式給湯暖房温水機 

その他………………………空調設備・半導体産業用設備 

③ 会計処理の方法の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年12月27日

企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年12月27

日 企業会計基準適用指針第18号)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、「環境・エネルギー（国内）事業」で売上高が644百万円、営業利益が94百万円それぞれ増加し、「民

生熱エネルギー事業」で売上高が9百万円増加しております。また、「その他事業」で売上高が15百万円増

加し、営業損失が1百万円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

環境・ 
エネルギー 
(国内)

環境・
エネルギー
(海外)

民生熱
エネルギー

その他 計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

27,955 4,516 7,217 2,178 41,867 ― 41,867

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

6 1 39 0 47 (47) ―

計 27,962 4,517 7,256 2,179 41,914 (47) 41,867

営業利益 
(又は営業損失△)

2,984 △2,148 △322 △248 265 (746) △481
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(単位：百万円) 

 
(注) ① 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域 

アジア……タイ・台湾 

欧州………ドイツ・デンマーク 

③ 会計処理の方法の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年12月27日

企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年12月27

日 企業会計基準適用指針第18号)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、「日本」で売上高が669百万円、営業利益が96百万円それぞれ増加しております。 

  

(単位：百万円) 

 
(注) ① 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域 

アジア……インドネシア・台湾・中国 

欧州………ドイツ・英国・デンマーク 

その他……スーダン 

③ 海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国、又は地域における売上高であります。 

  

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

日本 アジア 欧州 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

38,955 188 2,723 41,867 ― 41,867

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

15 13 79 107 (107) ―

計 38,971 201 2,802 41,975 (107) 41,867

営業利益 
(又は営業損失△)

1,426 64 △1,057 433 (915) △481

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高 860 3,657 35 4,552

Ⅱ 連結売上高 41,867

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

2.1％ 8.7％ 0.1％ 10.9％
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会  平成

21年３月27日改正  企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会  平成20年３月21日  企業会計基準適用指針第20号)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。報告セグメントは、

製品・サービス等に基づき、以下の４つに区分しております。 

  

環境・エネルギー(国内)事業 

一般廃棄物処理プラント、産業廃棄物処理プラント、資源回収プラント、下水処理プラント、汚泥焼却

プラント、バイオマス発電プラント、ガスタービンコージェネレーションシステム 

  

環境・エネルギー(海外)事業 

廃棄物発電プラント、バイオマス発電プラント 

  

民生熱エネルギー事業 

小型貫流ボイラ、真空式給湯暖房温水機 

  

設備・システム事業 

建築設備、半導体産業用設備、クリーンシステム 

  

２  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 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １  セグメント利益又は損失の調整額△704百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△823百万

円及びその他調整額118百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない販売費及び

一般管理費であります。 

２  セグメント利益又は損失の合計額は、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。 

  

【セグメント情報】

(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・ 
エネルギー
(国内)事業

環境・
エネルギー
(海外)事業

民生熱
エネルギー

事業

設備・
システム 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 22,891 1,220 7,371 2,129 33,613 － 33,613

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

307 － 77 66 451 △451 －

計 23,199 1,220 7,449 2,195 34,064 △451 33,613

セグメント利益又は損失(△) 787 △157 △347 △148 133 △704 △571
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３  報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４  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 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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