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(注）単位百万円未満切捨て

1. 平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年３月21日～平成23年９月20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 ％

24年３月期第２四半期 14,656 △2.0 △219 － △169 － △105 －

23年３月期第２四半期 14,953 △1.2 45 △91.0 144 △73.3 49 △83.3

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

円 銭 円 銭

24年３月期第２四半期 △4 14 －

23年３月期第２四半期 1 91 －

 (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

24年３月期第２四半期 20,999 14,510 69.1 571 01

23年３月期 23,999 14,728 61.4 579 50

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 14,510百万円 23年３月期 14,728百万円

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

23年３月期 － 0 00 － 6 00 6 00

24年３月期 － 0 00

24年３月期(予想) － 6 00 6 00

3. 平成24年３月期の連結業績予想（平成23年３月21日～平成24年３月20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 31,000 △10.6 550 △25.9 550 △36.6 280 7.8 11 02

y1655
短信鏡



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

  

・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。 

  

・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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に

関する定性的情報」をご覧下さい。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「２.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

  新規  －社 (社名        )、除外  －社 (社名        )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(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 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 26,927,652株 23年３月期 26,927,652株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 1,515,168株 23年３月期 1,511,871株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 25,414,294株 23年３月期２Ｑ 25,806,645株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により不安定な状態となって

いた国民生活や経済活動が徐々に回復しているものの、欧州の財政不安による円高の進行等、依然とし

て先行き不透明な状況が続いております。  

 当社グループを取り巻く業界動向は、公共投資は減少を続け、民間の設備投資も先行きの不透明感か

ら新規投資の意欲は低く、縮小する市場の中で依然として低価格による受注競争が続く極めて厳しい経

営環境となりました。 

 このような経営環境のもと、当社及びグループ各社は総力をあげて当社グループの独自の技術・商品

を活用した積極的な営業活動、経営の効率化を推進してきました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注工事高が前年同四半期比3.6％減の170億６千６

百万円、完成工事高が前年同四半期比2.0％減の146億５千６百万円、営業損失が２億１千９百万円（前

年同四半期は営業利益４千５百万円）、経常損失が１億６千９百万円（前年同四半期は経常利益１億４

千４百万円）、四半期純損失が１億５百万円（前年同四半期は四半期純利益４千９百万円）となりまし

た。 

なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期、特に第４四半期

連結会計期間に偏る傾向があります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比29億９千９百万円（12.5％）減の

209億９千９百万円となりました。資産の部については、売上債権の回収により、現金預金が19億１百

万円増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金が39億６千８百万円減少しました。 

負債の部については、前連結会計年度末比27億８千２百万円（30.0％）減の64億８千８百万円となり

ました。工事未払金が16億５千３百万円、短期借入金が10億円それぞれ減少しました。 

純資産の部については、前連結会計年度末比２億１千７百万円（1.5％）減の145億１千万円となりま

した。配当金の支払及び四半期純損失を計上した結果、利益剰余金が２億５千７百万円減少しました。

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等がありましたが、売上債権の減少等によ

り、前年同四半期比26億６千万円増の31億８千４百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等がありましたが、投資有価

証券や有形固定資産の取得による支出等により、前年同四半期比１千万円減の△７千万円となりまし

た。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額の減少等により、前年同四半期比９億

９千７百万円減の△11億５千２百万円となりました。 

この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比19億６千

１百万円増の32億１千７百万円となりました。 

  

連結業績見通しについては、平成23年４月28日付決算短信において発表した予想を変更しておりま

せん。 

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

(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
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

【第２四半期連結累計期間】 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しております。 

  

【第２四半期連結会計期間】 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期

連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

  

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：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年３月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,550,791 1,649,098

受取手形・完成工事未収入金 6,964,637 10,932,816

有価証券 19,997 19,993

未成工事支出金等 1,203,738 1,950,923

その他 670,780 727,863

貸倒引当金 △2,883 △76,100

流動資産合計 12,407,062 15,204,594

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,747,447 1,800,711

その他（純額） 1,579,480 1,700,719

有形固定資産合計 3,326,928 3,501,430

無形固定資産 119,973 120,938

投資その他の資産

投資有価証券 3,949,665 3,942,352

その他 1,217,313 1,250,224

貸倒引当金 △21,545 △20,162

投資その他の資産合計 5,145,433 5,172,414

固定資産合計 8,592,335 8,794,783

資産合計 20,999,397 23,999,378

負債の部

流動負債

工事未払金 3,507,454 5,160,816

短期借入金 － 1,000,000

未払法人税等 51,193 197,874

未成工事受入金 619,967 647,128

賞与引当金 271,352 270,502

引当金 91,222 37,051

その他 652,533 660,601

流動負債合計 5,193,724 7,973,973

固定負債

退職給付引当金 1,057,672 1,067,817

役員退職慰労引当金 234,768 226,855

その他 2,340 2,340

固定負債合計 1,294,781 1,297,013

負債合計 6,488,505 9,270,987
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年３月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,499,820 4,499,820

利益剰余金 5,879,398 6,137,111

自己株式 △449,857 △448,780

株主資本合計 14,929,362 15,188,151

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △418,470 △459,760

評価・換算差額等合計 △418,470 △459,760

純資産合計 14,510,891 14,728,391

負債純資産合計 20,999,397 23,999,378
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
 至 平成23年９月20日)

完成工事高 14,953,912 14,656,169

完成工事原価 14,092,553 14,136,583

完成工事総利益 861,358 519,585

販売費及び一般管理費 816,282 739,483

営業利益又は営業損失（△） 45,076 △219,898

営業外収益

受取利息 4,565 2,934

受取配当金 45,309 48,483

受取賃貸料 10,491 11,546

助成金収入 46,331 －

その他 11,792 9,452

営業外収益合計 118,491 72,416

営業外費用

支払利息 10,827 10,068

賃貸費用 6,136 6,807

その他 2,344 4,950

営業外費用合計 19,308 21,826

経常利益又は経常損失（△） 144,258 △169,308

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 62,746

投資有価証券売却益 － 39,321

固定資産売却益 3,432 －

株式割当益 11,549 －

特別利益合計 14,982 102,068

特別損失

投資有価証券評価損 － 99,200

特別損失合計 － 99,200

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（△）

159,241 △166,440

法人税、住民税及び事業税 93,253 39,585

法人税等調整額 16,636 △100,807

法人税等合計 109,890 △61,222

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △105,218

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,350 △105,218
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月21日
至 平成22年９月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年６月21日
至 平成23年９月20日)

完成工事高 8,782,608 8,065,883

完成工事原価 8,132,808 7,644,438

完成工事総利益 649,800 421,444

販売費及び一般管理費 410,085 372,193

営業利益 239,714 49,251

営業外収益

受取利息 3,038 1,595

受取配当金 35,655 39,359

受取賃貸料 5,378 5,522

助成金収入 46,331 －

その他 7,704 5,790

営業外収益合計 98,107 52,268

営業外費用

支払利息 5,194 4,913

賃貸費用 3,070 3,720

その他 1,908 1,619

営業外費用合計 10,173 10,253

経常利益 327,649 91,266

特別利益

貸倒引当金戻入額 △2,294 22,775

特別利益合計 △2,294 22,775

特別損失

投資有価証券評価損 △58,901 930

特別損失合計 △58,901 930

税金等調整前四半期純利益 384,255 113,112

法人税、住民税及び事業税 81,909 26,534

法人税等調整額 87,448 30,743

法人税等合計 169,358 57,277

少数株主損益調整前四半期純利益 － 55,834

四半期純利益 214,897 55,834
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
至 平成23年９月20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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

159,241 △166,440

減価償却費 103,445 94,220

受取利息及び受取配当金 △49,875 △51,418

支払利息 10,827 10,068

売上債権の増減額（△は増加） 520,358 3,966,796

たな卸資産の増減額（△は増加） 829,158 747,185

仕入債務の増減額（△は減少） 92,103 △1,653,361

未成工事受入金の増減額（△は減少） △574,280 △27,160

その他 △322,581 405,425

小計 768,396 3,325,316

利息及び配当金の受取額 49,325 50,469

利息の支払額 △10,832 △9,563

法人税等の支払額 △283,020 △181,491

営業活動によるキャッシュ・フロー 523,869 3,184,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,948 △40,222

投資有価証券の取得による支出 △123,559 △227,458

その他 73,016 197,214

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,491 △70,466

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） － △1,000,000

配当金の支払額 △153,831 △151,257

その他 △839 △1,076

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,671 △1,152,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 309,707 1,961,928

現金及び現金同等物の期首残高 3,479,792 1,255,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,789,499 3,217,030
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

(1)連結受注実績内訳 

（単位：千円）

 
(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

(2)個別受注実績内訳                            

（単位：千円）

 
(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

4. 補足情報

区  分

前第２四半期連結

累計期間

当第２四半期連結

累計期間
比 較 増 減 増減率

自 平成22年３月21日

至 平成22年９月20日

自 平成23年３月21日

至 平成23年９月20日

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 10,028,208 (56.6%) 9,420,430 (55.2%) △607,778 △6.1 %

備 一般空調衛生設備 4,264,960 (24.1) 3,976,274 （23.3) △288,685 △6.8

工 小 計 14,293,168 （80.7) 13,396,704 (78.5) △896,463 △6.3

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,420,433 （8.0) 1,632,734 (9.6) 212,301 14.9

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 1,996,598 (11.3) 2,037,241 (11.9) 40,642 2.0

合  計 17,710,200 (100.0) 17,066,680 (100.0) △643,519 △3.6

区  分

前第２四半期

 累計期間

当第２四半期

累計期間
比 較 増 減 増減率

自 平成22年３月21日

至 平成22年９月20日

自 平成23年３月21日

至 平成23年９月20日

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 8,748,154 (55.8%) 8,571,500 (56.0%) △176,653 △2.0 %

備 一般空調衛生設備 3,517,588 （22.4) 3,184,670 (20.8) △332,917 △9.5

工 小 計 12,265,742 (78.2) 11,756,171 (76.8) △509,571 △4.2

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,420,433 （9.1) 1,632,734 (10.7) 212,301 14.9

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 1,992,859 (12.7) 1,913,773 (12.5) △79,086 △4.0

合  計 15,679,036 (100.0) 15,302,679 (100.0) △376,357 △2.4
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