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(注）単位百万円未満切捨て

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年３月21日～平成24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 ％

25年３月期第２四半期 14,868 1.5 47 － 132 － 50 －

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

(注) 包括利益 25年3月期第２四半期 △267百万円( －％) 24年3月期第２四半期 △63百万円( －％)

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２四半期 2 00 －
24年３月期第２四半期 △4 14 －

（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

25年３月期第２四半期 22,682 14,699 64.8 578 54
24年３月期 23,294 15,119 64.9 595 02

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 14,699百万円 24年３月期 15,119百万円

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

24年３月期 － 0 00 － 6 00 6 00

25年３月期 － 0 00

25年３月期(予想) － 6 00 6 00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年３月21日～平成25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 △4.2 420 11.8 520 2.7 270 2.6 10 63
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・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。 

  

・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）３ページ「連結業績予想に

関する定性的情報」をご覧下さい。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 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) 25年3月期２Ｑ 26,927,652株 24年3月期 26,927,652株

② 期末自己株式数 25年3月期２Ｑ 1,520,228株 24年3月期 1,517,278株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期２Ｑ 25,408,928株 24年3月期２Ｑ 25,414,294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る停滞からの復旧・復

興を背景に緩やかな回復の動きが見られたものの、欧州債務危機や中国をはじめとする新興国の経済

成長の減速に加え、円高及びデフレの長期化や電力供給制約の懸念、さらには政局の混迷などから国

内経済の先行きは引き続き不透明な状況で推移しました。   

建設業界においては、震災関連予算の執行により政府建設投資が増加し、民間設備投資も緩やかな

回復基調にある一方で、電力料金や人件費等のコストアップ要因や企業間競争の激化により厳しい経

営環境が続きました。  

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25.8％増の214億６千１百万円、完成工事高が前年同

四半期比1.5％増の148億６千８百万円、営業利益が４千７百万円（前年同四半期は営業損失２億１千

９百万円）、経常利益が１億３千２百万円（前年同四半期は経常損失１億６千９百万円）、四半期純

利益が５千万円（前年同四半期は四半期純損失１億５百万円）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６億１千２百万円（2.6％）減

の226億８千２百万円となりました。資産の部については、売上債権の回収により、現金預金が14億

９千９百万円増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金が25億３千３百万円減少しました。 

負債の部については、前連結会計年度末比１億９千２百万円（2.4％）減の79億８千３百万円とな

りました。未成工事受入金が８億４千４百万円増加しましたが、工事未払金が９億２千６百万円減少

しました。 

純資産の部については、前連結会計年度末比４億２千万円（2.8％）減の146億９千９百万円となり

ました。保有株式等の時価の下落により、その他有価証券評価差額金が３億１千７百万円減少しまし

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、14億６千１百万円の増加（前年同四半期比17億２千３百万

円の減少）となりました。これは主に売上債権の減少及び未成工事受入金の増加によるものでありま

す。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、２億７千９百万円の増加（前年同四半期比３億５千万円の

増加）となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億５千２百万円の減少（前年同四半期比９億９千９百万

円の増加）となりました。これは主に配当金の支払いによるものであります。 

この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末比15億８

千９百万円の増加（前年同四半期比３億２千３百万円の増加）の35億４千万円となりました。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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連結通期業績見通しについては、平成24年４月27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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,336,486 3,836,022

受取手形・完成工事未収入金 10,668,967 8,135,685

有価証券 9,997 －

未成工事支出金等 1,123,142 2,050,077

その他 645,493 583,426

貸倒引当金 △2,234 △8,377

流動資産合計 14,781,852 14,596,834

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,694,818 1,645,458

その他（純額） 1,569,795 1,565,323

有形固定資産合計 3,264,613 3,210,781

無形固定資産 107,102 104,737

投資その他の資産   

投資有価証券 4,184,091 3,682,756

その他 977,600 1,104,323

貸倒引当金 △20,362 △17,088

投資その他の資産合計 5,141,329 4,769,991

固定資産合計 8,513,045 8,085,510

資産合計 23,294,897 22,682,344

負債の部   

流動負債   

工事未払金 5,196,506 4,269,623

未払法人税等 79,242 129,565

未成工事受入金 456,064 1,300,603

賞与引当金 283,951 376,758

引当金 61,256 57,679

その他 802,326 566,679

流動負債合計 6,879,346 6,700,908

固定負債   

退職給付引当金 1,049,585 1,037,358

役員退職慰労引当金 243,847 241,993

その他 2,368 2,760

固定負債合計 1,295,801 1,282,112

負債合計 8,175,147 7,983,021
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 6,247,774 6,146,157

自己株式 △450,511 △451,413

株主資本合計 15,297,083 15,194,564

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △177,333 △495,240

その他の包括利益累計額合計 △177,333 △495,240

純資産合計 15,119,750 14,699,323

負債純資産合計 23,294,897 22,682,344
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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23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

完成工事高 14,656,169 14,868,790

完成工事原価 14,136,583 14,089,188

完成工事総利益 519,585 779,601

販売費及び一般管理費 739,483 732,383

営業利益又は営業損失（△） △219,898 47,218

営業外収益   

受取利息 2,934 2,817

受取配当金 48,483 54,586

受取賃貸料 11,546 10,156

その他 9,452 34,706

営業外収益合計 72,416 102,266

営業外費用   

支払利息 10,068 8,612

賃貸費用 6,807 5,942

その他 4,950 2,846

営業外費用合計 21,826 17,402

経常利益又は経常損失（△） △169,308 132,082

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 －

特別利益合計 102,068 －

特別損失   

投資有価証券評価損 99,200 8,596

特別損失合計 99,200 8,596

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（△）

△166,440 123,485

法人税、住民税及び事業税 39,585 119,559

法人税等調整額 △100,807 △46,919

法人税等合計 △61,222 72,640

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（△）

△105,218 50,844

四半期純利益又は四半期純損失（△） △105,218 50,844
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20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（△）

△105,218 50,844

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 41,290 △317,907

その他の包括利益合計 41,290 △317,907

四半期包括利益 △63,927 △267,062

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △63,927 △267,062
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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23年３月21日
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日
 至 平成24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（△）

△166,440 123,485

減価償却費 94,220 85,712

受取利息及び受取配当金 △51,418 △57,403

支払利息 10,068 8,612

売上債権の増減額（△は増加） 3,966,796 2,533,582

たな卸資産の増減額（△は増加） 747,185 △926,935

仕入債務の増減額（△は減少） △1,653,361 △926,883

未成工事受入金の増減額（△は減少） △27,160 844,538

その他 405,425 △254,259

小計 3,325,316 1,430,450

利息及び配当金の受取額 50,469 56,755

利息の支払額 △9,563 △8,612

法人税等の支払額 △181,491 △16,881

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,184,729 1,461,711

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 △40,222 △22,905

投資有価証券の取得による支出 △227,458 △31,245

その他 197,214 333,876

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,466 279,725

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 △151,257 △151,448

その他 △1,076 △902

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,152,334 △152,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,961,928 1,589,085

現金及び現金同等物の期首残高 1,255,101 1,951,236

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,217,030 3,540,322
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

                              （単位：千円） 

 
(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

                              （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

（１）連結受注実績内訳

区  分
平成24年３月期 平成25年３月期

比 較 増 減 増減率
第２四半期累計期間 第２四半期累計期間

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 9,420,430 (55.2%) 12,752,637 (59.4%) 3,332,207 35.4 %

備 一般空調衛生設備 3,976,274 (23.3) 5,437,152 (25.3) 1,460,877 36.7

工 小 計 13,396,704 (78.5) 18,189,789 (84.7) 4,793,084 35.8

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,632,734 (9.6) 975,718 (4.6) △657,016 △40.2

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 2,037,241 (11.9) 2,296,196 (10.7) 258,955 12.7

合  計 17,066,680 (100.0) 21,461,704 (100.0) 4,395,024 25.8

（２）個別受注実績内訳

区  分
平成24年３月期 平成25年３月期

比 較 増 減 増減率
第２四半期累計期間 第２四半期累計期間

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 8,571,500 (56.0%) 11,381,834 (59.0%) 2,810,334 32.8 %

備 一般空調衛生設備 3,184,670 (20.8) 4,643,961 (24.1) 1,459,290 45.8

工 小 計 11,756,171 (76.8) 16,025,796 (83.1) 4,269,624 36.3

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,632,734 (10.7) 975,718 (5.0) △657,016 △40.2

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 1,913,773 (12.5) 2,288,016 (11.9) 374,243 19.6

合  計 15,302,679 (100.0) 19,289,530 (100.0) 3,986,851 26.1
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