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1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第３四半期 129,237 4.7 19,385 5.3 20,115 6.8 11,984 △0.3

22年３月期第３四半期 123,458 △10.9 18,415 3.7 18,831 1.8 12,019 35.9

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３四半期 93 43 ─

22年３月期第３四半期 93 42 ─

 (2) 連結財政状態

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３四半期 246,227 194,656 78.5 1,525 99

22年３月期 251,620 193,939 76.5 1,496 98

(参考) 自己資本  23年3月期第3四半期 193,284百万円 22年3月期 192,588百万円

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

22年３月期 ─ 17 00 ─ 19 00 36 00

23年３月期 ─ 19 00 ─

23年３月期(予想) 19 00 38 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)

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 185,000 3.6 27,500 4.3 28,000 3.3 16,500 △4.6 130 27



  

 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記3.の連結業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であるため、リスクや不確実

性を含んでおり、実際の連結業績はこれと異なる可能性があります。なお、連結業績予想に関する事項

は４ページを参照してください。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】５ページの「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(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
 

 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３Ｑ 132,800,256株 22年３月期 132,800,256株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 6,138,979株 22年３月期 4,148,311株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 128,278,523株 22年３月期３Ｑ 128,653,463株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する説明
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１）当第３四半期の概況（平成22年４月１日～平成22年12月31日） 

当社グループをとりまく市場環境は、景気は緩やかに回復しつつあるものの、国内市場における新

規設備投資は依然低い水準のまま推移するなど、引き続き厳しい状況となりました。 

 このような状況のもとで、当社グループ全体の受注高は126,004百万円（前年同期比0.8%増）、売上

高は129,237百万円（前年同期比4.7%増）となりました。 

 利益につきましては、営業利益19,385百万円（前年同期比5.3%増）、経常利益20,115百万円（前年

同期比6.8%増）、当第３四半期純利益11,984百万円（前年同期比0.3%減）となりました。 

  

 

  

２）セグメント別の概況 

当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、従来と

同様の「水処理薬品事業」および「水処理装置事業」の２つをセグメント情報における報告セグメン

トとしております。 

①水処理薬品事業 

当事業において当社グループは、国内外でグループ内の連携を強化した営業を展開するとともに、

環境負荷低減、生産性向上など顧客の課題を解決する提案営業を推進し、受注確保に努めました。 

 国内における受注高ならびに売上高につきましては、顧客工場の操業度改善と提案営業の強化によ

り、前年同期に比べ、主力商品であるボイラ薬品、冷却水薬品、排水処理薬品が増加しました。ま

た、海外における受注高ならびに売上高は、アジアを中心に各産業の生産活動が回復したことに加

え、グループをあげて営業活動を強化したことにより、前年同期に比べ増加しました。 

 この結果、当社グループの水処理薬品事業全体の受注高は42,473百万円（前年同期比7.6%増）、売

上高は42,373百万円（前年同期比5.8%増）、営業利益は7,797百万円（前年同期比22.6％増）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
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（注）平成20年3月期以前につきましては、該当する営業利益を算出していないため、記載しておりま

せん。 

  

②水処理装置事業 

当事業において当社グループは、サービス事業に注力することにより収益の確保に努めるととも

に、重点顧客への提案営業および中国を中心とするアジアでの営業活動強化により、受注の拡大に努

めました。 

 電子産業分野では、受注高につきましては、前年同期に比べ、超純水供給事業が微増となり、超純

水製造装置の受注が海外において増加したほか、メンテナンス・サービスは国内顧客工場における需

要の回復により受注が増加しました。また、売上高につきましては、前年同期に比べ、超純水製造装

置が国内外の工事進捗により増加し、メンテナンス・サービスも増加しました。 

 一般産業分野では、受注高につきましては、前年同期に比べ、水処理装置の受注が減少しました

が、メンテナンス・サービスは増加しました。売上高につきましては、前年同期に比べ、鉄鋼向け大

型案件が一巡したため水処理装置の売上が減少し、また、土壌浄化も減少しました。一方、メンテナ

ンス・サービスは増加しました。 

 この結果、当社グループの水処理装置事業全体の受注高は83,530百万円（前年同期比2.3%減）、売

上高は86,863百万円（前年同期比4.1%増）、営業利益は11,587百万円（前年同期比3.9％減）となり

ました。 

 

（注）平成20年3月期以前につきましては、該当する営業利益を算出していないため、記載しておりま

せん。 
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当第3四半期末における流動資産は、112,023百万円となり、前期末に比べ2,726百万円増加しまし

た。これは主に売掛金が5,864百万円、有価証券が8,500百万円それぞれ減少した一方で、現金及び預

金が11,545百万円、仕掛品が3,818百万円それぞれ増加したことによるものであります。現金及び預

金の増加は、売掛金の回収が進んだことと、有価証券扱いとなる譲渡性預金での運用減少によるも

の、仕掛品の増加は、水処理装置事業における工事が進捗したことによるものであります。売掛金の

減少および有価証券の減少は、前述のとおりであります。 

 固定資産は、134,204百万円となり、前期末に比べ8,119百万円減少しました。これは前期までに投

資した超純水供給事業用設備等の減価償却費の計上額が設備投資額を上回ったため、有形固定資産が

8,103百万円減少したことによるものであります。 

 流動負債は、32,285百万円となり、前期末に比べ6,307百万円減少しました。これは主に確定申告

納付と中間申告納付により未払法人税等 が5,145百万円減少したことによるものであります。 

 固定負債は、19,285百万円となり、前期末に比べ197百万円の微増となりました。 

 純資産合計は194,656百万円となり、前期末に比べ717百万円増加しました。これは主に市場買付に

より自己株式が4,783百万円増加し、配当金の支払により利益剰余金が4,888百万円、投資有価証券の

時価下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少などにより評価・換算差額等が1,619百万円それぞ

れ減少した一方で、当第3四半期純利益（累計）の計上により利益剰余金が11,984百万円増加したこ

とによるものであります。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成22年4月30日に公表した平成23年3月期（平成22年4月1日～平成23年

3月31日）の業績予想を以下のとおり修正いたします。 

平成23年3月期の連結業績予想数値の修正（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
 

当社グループをとりまく市場環境につきましては、景気の先行きに不透明感が強く、厳しい状況が

継続しております。このような状況下、当社グループは生産性向上や環境負荷低減など顧客の課題解

決につながる提案により収益の拡大に努めてまいりましたが、顧客企業の設備投資需要の回復が遅れ

ているため、上記のとおり、平成23年3月期の業績予想を修正いたします。 

  

(2) 連結財政状態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

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） 195,000 29,500 30,000 17,300 134.47

今回発表予想（B） 185,000 27,500 28,000 16,500 130.27

増減額（B－A） △10,000 △2,000 △2,000 △800 ─

増減率（％） △5.1％ △6.8％ △6.7％ △4.6％ ─

（参考）前期実績 
（平成22年３月期） 178,520 26,358 27,096 17,288 134.38
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①簡便な会計処理 

ａ.棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期

連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっておりま

す。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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、簿価切下げを行う方法によっております。 

b.賞与引当金繰入額の計上方法 

次期連結会計年度の夏期賞与（平成23年７月）支給見込額を期間按分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 

ａ.税金費用の計算 

当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。 

  

四半期業績の推移 

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

○参考情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 27,908 16,363

受取手形 6,276 5,393

売掛金 44,111 49,975

有価証券 20,000 28,500

製品 1,399 1,334

仕掛品 6,418 2,600

原材料及び貯蔵品 1,536 1,186

その他 4,422 4,075

貸倒引当金 △50 △132

流動資産合計 112,023 109,297

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 32,546 35,685

機械及び装置（純額） 50,540 51,659

その他（純額） 25,309 29,154

有形固定資産合計 108,397 116,500

無形固定資産 1,964 2,173

投資その他の資産

その他 24,008 23,854

貸倒引当金 △165 △205

投資その他の資産合計 23,842 23,649

固定資産合計 134,204 142,323

資産合計 246,227 251,620
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,715 1,198

買掛金 15,562 15,632

未払法人税等 2,285 7,430

引当金 1,873 2,924

その他 10,847 11,406

流動負債合計 32,285 38,592

固定負債

退職給付引当金 9,957 9,465

その他の引当金 437 449

その他 8,891 9,172

固定負債合計 19,285 19,088

負債合計 51,571 57,680

純資産の部

株主資本

資本金 13,450 13,450

資本剰余金 11,426 11,426

利益剰余金 179,812 172,717

自己株式 △9,638 △4,855

株主資本合計 195,052 192,738

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 814 1,989

土地再評価差額金 △764 △764

為替換算調整勘定 △1,818 △1,374

評価・換算差額等合計 △1,768 △149

少数株主持分 1,372 1,350

純資産合計 194,656 193,939

負債純資産合計 246,227 251,620
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 123,458 129,237

売上原価 79,585 83,426

売上総利益 43,873 45,810

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 10,316 10,900

賞与引当金繰入額 641 699

研究開発費 2,923 3,023

その他 11,576 11,801

販売費及び一般管理費合計 25,458 26,424

営業利益 18,415 19,385

営業外収益

受取利息 65 76

受取配当金 233 307

持分法による投資利益 211 220

その他 189 353

営業外収益合計 700 958

営業外費用

支払利息 21 22

支払手数料 － 55

固定資産除却損 50 －

為替差損 － 56

その他 212 94

営業外費用合計 284 228

経常利益 18,831 20,115

特別利益

契約解除に伴う清算益 1,505 －

特別利益合計 1,505 －

特別損失

関係会社清算損 － 73

事業整理損 136 －

特別損失合計 136 73

税金等調整前四半期純利益 20,199 20,041

法人税等 8,139 7,956

少数株主損益調整前四半期純利益 － 12,084

少数株主利益 40 100

四半期純利益 12,019 11,984
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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利益 20,199 20,041

減価償却費 11,468 12,046

引当金の増減額（△は減少） △1,273 △717

売上債権の増減額（△は増加） 14,002 4,974

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,100 △4,304

仕入債務の増減額（△は減少） △1,849 169

前受金の増減額（△は減少） 1,081 －

法人税等の支払額 △8,546 △12,875

その他 1,335 △668

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,316 18,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △29,678

定期預金の払戻による収入 － 12,759

有価証券の取得による支出 △2,099 △50,000

有価証券の売却及び償還による収入 2,916 54,000

有形固定資産の取得による支出 △17,337 △3,766

有形固定資産の売却による収入 49 26

投資有価証券の取得による支出 △7 △1,952

その他の支出 △1,431 △443

その他の収入 1,398 170

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,513 △18,884

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） △0 509

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △327 △352

自己株式の取得による支出 △6 △4,782

配当金の支払額 △4,111 △4,870

少数株主への配当金の支払額 △78 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,525 △9,506

現金及び現金同等物に係る換算差額 660 △183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,938 △9,907

現金及び現金同等物の期首残高 25,262 20,590

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 60 46

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,261 10,729
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当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31日) 

 
(注) １．事業区分の方法  

当社グループの主な事業内容は、水処理に関する薬品類の製造販売と水処理に関する装置・施設類の製造

販売であります。従って、事業区分は製品の系列を考慮し、水処理薬品事業と水処理装置事業の２つに区

分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

水処理薬品事業
(百万円)

水処理装置事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 40,054 83,403 123,458 ─ 123,458

 (2) セグメント間の内部売上 
   高又は振替高

297 59 356 △356 ─

計 40,352 83,462 123,814 △356 123,458

営業利益 6,359 12,055 18,415 ─ 18,415

事業区分 主要製品

水処理薬品事業

ボイラ水系処理薬品、冷却水系処理薬品、空調関係水処理薬品、石油化学・
紙パルプなどの製造プロセス処理薬品、船舶関連処理薬品、排水処理薬品、
汚泥脱水処理薬品、土木建築関連処理薬品、ダイオキシン処理薬品、重金属
固定剤、薬注装置、イオン交換樹脂、水質試験器、メンテナンス・サービ
ス、水質分析

水処理装置事業

超純水製造装置、医薬用水製造装置、純水装置、復水脱塩装置、ろ過装置、
純水装置・排水処理装置・各種水処理装置の規格型商品、鉄鋼・石油化学・
電力・紙パルプ・医薬品・食品など各種産業の用水・排水処理装置、工業用
高性能液体クロマトグラフィー装置、資源化装置、海水淡水化装置、プール
循環浄化装置、浄水器、超純水供給、メンテナンス・サービス、精密洗浄、
化学洗浄、水処理施設の運転・維持管理、土壌・地下水浄化、家庭用飲料水
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前第３四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31日) 

 
 (注) １．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

 ２．その他の地域はアジア等であります。 

  

前第３四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31日) 

 
 (注) １．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。  

 ２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

     アジア   ： 韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア、タイ 

     北アメリカ ： アメリカ 

     ヨーロッパ ： ドイツ 

     その他の地域： ブラジル 

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦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】

日本
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 112,661 10,796 123,458 ─ 123,458

 (2) セグメント間の内部売上 
   高又は振替高

1,127 185 1,312 △1,312 ─

計 113,788 10,982 124,771 △1,312 123,458

営業利益 17,044 1,152 18,196 218 18,415

【海外売上高】

アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,641 1,163 1,038 1,815 12,659

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 123,458

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

7.0 1.0 0.8 1.5 10.3
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（追加情報） 

第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）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」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、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、経営資源の配分の決定および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。

当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内および海

外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、連結子会社は、各事業本部の統轄のもと、事業

活動を展開しております。 

従って、当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、従来と同

様の「水処理薬品事業」および「水処理装置事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「水処理薬品事業」は、水処理に関する薬品類および付帯機器の製造販売ならびにメンテナンス・サービスの

提供を行っております。「水処理装置事業」は、水処理に関する装置・施設類の製造販売、超純水供給・化学洗

浄・精密洗浄および土壌・地下水浄化ならびに水処理施設の運転・維持管理等のメンテナンス・サービスの提供を

行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益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．セグメント利益欄は、営業利益の数値であります。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年12月31日)

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
水処理薬品

事業
水処理装置

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 42,373 86,863 129,237 ─ 129,237

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

276 115 391 △391 ─

計 42,650 86,979 129,629 △391 129,237

セグメント利益 7,797 11,587 19,385 0 19,385
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4. 補足情報 

(1)受注高 

 
  

(2)売上高 

 
  

(3)設備投資額（有形固定資産） 

 
  

(4)減価償却費（有形固定資産） 

 
  

セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日
至平成21年12月31日）

（自平成22年４月１日 
至平成22年12月31日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 39,487 31.6% 42,473 33.7%

  水処理装置事業（百万円） 85,537 68.4 83,530 66.3

合計（百万円） 125,024 100.0 126,004 100.0

セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日
至平成21年12月31日）

（自平成22年４月１日 
至平成22年12月31日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 40,054 32.4% 42,373 32.8%

  水処理装置事業（百万円） 83,403 67.6 86,863 67.2

合計（百万円） 123,458 100.0 129,237 100.0

セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日
至平成21年12月31日）

（自平成22年４月１日 
至平成22年12月31日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 560 10.8% 508 15.8%

  水処理装置事業（百万円） 4,635 89.2 2,721 84.2

合計（百万円） 5,196 100.0 3,230 100.0

セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日
至平成21年12月31日）

（自平成22年４月１日 
至平成22年12月31日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 963 8.8% 887 7.7%

  水処理装置事業（百万円） 10,008 91.2 10,651 92.3

合計（百万円） 10,972 100.0 11,539 100.0
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