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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 2,197 ― △414 ― △377 ― △228 ―

20年3月期第1四半期 2,632 24.7 △549 ― △522 ― △312 ―

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

21年3月期第1四半期 △27.93 ―

20年3月期第1四半期 △38.11 ―

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

21年3月期第1四半期 16,418 10,162 61.9 1,239.84
20年3月期 17,898 10,519 58.8 1,283.49

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,162百万円 20年3月期  10,519百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 20.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 26.00 31.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期累計期間 7,700 3.5 △570 ― △550 ― △340 ― △41.48

通期 22,500 3.7 1,500 11.6 1,530 18.4 850 23.2 103.70

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年3月期第1四半期  8,197,500株 20年3月期  8,197,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,111株 20年3月期  1,111株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  8,196,389株 20年3月期第1四半期  8,196,490株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年３月期の業績予想は、「平成20年３月期 決算短信（非連結）」（平成20年５月19日付）において公表した金額より変更しておりません。上記の予想は、本資料の発
表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ペ
ージ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

（１）当期の経営成績

　当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融不安や、原油、原材料高騰

などの影響により、景気の先行きについて減速懸念が強まりました。

　建設業界におきましても、改正建築基準法の影響による建設投資の減少傾向には歯止めがかかったものの、景気の

減速を受け、今後の建設投資動向については不透明感が強まっております。

　このような状況下にあって当社は、環境変化に耐えうる企業体質の確立、空調計装関連事業及び産業計装関連事業

が連動して得られる付加価値の提供、空調計装関連事業における既設工事の量的拡大、同新設工事における収益モデ

ルの確立、産業計装関連事業の質的向上、今日・明日を支える人財の確保を対処すべき課題として捉え、経営計画に

取り組んでまいりました。

　その結果、受注高につきましては、空調計装関連事業における既設工事の減少を、新設工事と産業計装関連事業の

伸びがカバーし、7,063百万円（前年同期比0.4%増）となりました。

　売上高につきましては、産業計装関連事業において工期変更物件が複数出件したことによる減少を主因に2,197百万

円（前年同期比16.5%減）となりました。

　損益面につきましては、原価の低減に努めた結果、営業損失が414百万円（前年同期は営業損失549百万円）、経常

損失が377百万円（前年同期は経常損失522百万円）、四半期純損失は228百万円（前年同期は四半期純損失312百万円）

といずれも損失額が縮小しました。

　なお、当社は通常の事業の形態として、売上高及び利益の計上が第４四半期に集中いたしますので、第１四半期か

ら第３四半期までの各四半期の業績は、営業損失、経常損失及び四半期純損失となることが常態であります。

（２）事業別動向

〔空調計装関連事業〕

　空調計装関連事業におきましては、受注工事高は、新設工事で増加したものの、既設工事における数件の受注延期

を主因に、6,283百万円（前年同期比0.6%減）となりました。内訳は、新設工事が2,372百万円（前年同期比4.3%増）、

既設工事が3,911百万円（前年同期比3.4%減）となりました。

　完成工事高につきましては、新設工事、既設工事ともほぼ横ばいで推移し、総じて1,833百万円（前年同期比0.1%

増）と微増となりました。内訳は、新設工事が490百万円（前年同期比0.6%減）、既設工事が1,342百万円（前年同期

比0.3%増）となりました。

　制御機器類販売の受注高及び売上高は、新設向けで増加し、102百万円（前年同期比6.4%増）となりました。

　総じて、空調計装関連事業の受注高は6,386百万円（前年同期比0.5%減）、売上高は1,936百万円（前年同期比0.4%

増）となりました。

〔産業計装関連事業〕

　主に工場や各種搬送ライン向けに、空調以外の計装工事及び各種自動制御工事を行う産業計装関連事業におきまし

ては、受注工事高は、予定外物件の計上により、577百万円（前年同期比7.0%増）、完成工事高は、食品工場向けの物

件を中心に工期変更物件が複数出件したことによる減少を主因に、161百万円（前年同期比74.3%減）となりました。

　制御機器類販売の受注高及び売上高は、99百万円（前年同期比29.5%増）となりました。

　総じて、産業計装関連事業の受注高は676百万円（前年同期比9.8%増）、売上高は260百万円（前年同期比62.9%減）

となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ1,480百万円減少し16,418百万円となりました。流動資産に

つきましては、前事業年度末に比べ1,774百万円減少し12,622百万円となりました。これは、主に未成工事支出金の増

加に対して売上債権及び有価証券の減少があったこと等によるものであります。固定資産につきましては、前事業年

度末に比べ294百万円増加し3,796百万円となりました。これは、主に投資有価証券の増加があったこと等によるもの

であります。

　負債につきましては、前事業年度末に比べ1,122百万円減少し6,256百万円となりました。これは、主に流動負債に

おきまして、未成工事受入金の増加に対して仕入債務及び未払法人税等の減少があったこと等によるものでありま

す。

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ357百万円減少し10,162百万円となりました。これは、主に配当金の支

払及び四半期純損失の計上によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　今後の経済見通しは、当第１四半期に引き続き、米国経済の減速傾向、新興国のインフレ懸念、資源高の基調が継

続し、景気の先行きは一段と厳しさが増していくものと思われます。

　建設業界におきましても、マクロ経済の悪化に伴い、建設需要の減退が懸念されております。

　その一方で、空調計装業界につきましては、新設工事において一部の民間企業による大型設備投資の波及効果によ

る増加が予想され、既設工事においても、洞爺湖サミットを契機とした省エネルギー化のニーズを中心に、引き続き

堅調な増加が予想されています。

　このような環境下にあって当社では、空調計装関連事業におきましては、上記大型設備投資の波及効果及び既設市

場の伸長と、前期繰越工事高の増加に伴い、堅調な事業環境を予想しております。

　また、産業計装関連事業につきましては、事業の質的向上方針に基づく選別受注戦略と、前期繰越工事高の減少に

伴い、減収傾向となることを予想しております。

　以上のとおり、当社の事業環境は、平成20年３月期決算短信（非連結）にて業績予想を発表した時点と大きく変わっ

ていないことから、平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、修正せず据え置いております。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、

前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

（２）四半期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

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に

従い四半期財務諸表を作成しております。

②棚卸資産（商品及び材料貯蔵品）については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四

半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、総

平均法による原価法（貸借対照表価額について収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており

ます。

　これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響は軽微であります。　

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に

前事業年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産に計上する方法に

よっております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,013,370 1,888,111

受取手形・完成工事未収入金等 4,925,410 7,916,767

有価証券 208,595 1,399,898

未成工事支出金 4,614,513 2,594,861

商品 18,725 13,502

材料貯蔵品 6,466 5,466

その他 840,476 586,671

貸倒引当金 △5,423 △8,712

流動資産合計 12,622,134 14,396,566

固定資産   

有形固定資産 967,215 968,798

無形固定資産 391,697 416,752

投資その他の資産 2,437,733 2,116,672

固定資産合計 3,796,645 3,502,223

資産合計 16,418,780 17,898,789

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,631,189 4,159,709

未払費用 551,000 1,066,754

未払法人税等 1,484 618,832

未成工事受入金 1,390,859 656,106

完成工事補償引当金 17,835 18,405

工事損失引当金 64,392 104,587

その他 223,836 386,743

流動負債合計 5,880,598 7,011,140

固定負債   

退職給付引当金 246,216 227,014

役員退職慰労引当金 126,356 140,662

その他 3,362 －

固定負債合計 375,934 367,676

負債合計 6,256,533 7,378,816

純資産の部   

株主資本   

資本金 470,494 470,494

資本剰余金 316,244 316,244

利益剰余金 9,317,609 9,710,463

自己株式 △765 △765

株主資本合計 10,103,582 10,496,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,664 23,535

評価・換算差額等合計 58,664 23,535

純資産合計 10,162,247 10,519,972

負債純資産合計 16,418,780 17,898,789
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  

完成工事高 1,994,796

商品売上高 202,343

売上高合計 2,197,140

売上原価  

完成工事原価 1,362,253

商品売上原価 144,001

売上原価合計 1,506,255

売上総利益 690,884

販売費及び一般管理費 1,105,871

営業損失（△） △414,986

営業外収益  

受取利息 7,714

受取配当金 7,706

デリバティブ評価益 16,848

その他 5,053

営業外収益合計 37,322

営業外費用  

売上割引 104

営業外費用合計 104

経常損失（△） △377,767

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,683

特別利益合計 2,683

特別損失  

固定資産除却損 190

特別損失合計 190

税引前四半期純損失（△） △375,274

法人税、住民税及び事業税 2,700

法人税等調整額 △149,047

法人税等合計 △146,347

四半期純損失（△） △228,927
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　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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　６．四半期事業種類別受注工事高、完成工事高、繰越工事高
 （単位：千円）

項目 事業別　

前第１四半期会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日) 増減（△）額 増減（△）率

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％ ％

受注工

事高

空調計装関連事業 6,324,635 92.1 6,283,764 91.6 △40,871 △0.6 20,016,138 90.7

産業計装関連事業 539,398 7.9 577,291 8.4 37,893 7.0 2,055,089 9.3

合計 6,864,033 100.0 6,861,056 100.0 △2,977 △0.0 22,071,228 100.0

完成工

事高

空調計装関連事業 1,832,333 74.5 1,833,601 91.9 1,268 0.1 18,057,174 86.7

産業計装関連事業 626,522 25.5 161,194 8.1 △465,328 △74.3 2,781,109 13.3

合計 2,458,856 100.0 1,994,796 100.0 △464,059 △18.9 20,838,283 100.0

繰越工

事高

空調計装関連事業 11,348,151 89.8 13,264,976 92.5 1,916,825 16.9 8,814,814 93.1

産業計装関連事業 1,291,068 10.2 1,068,269 7.5 △222,798 △17.3 652,172 6.9

合計 12,639,219 100.0 14,333,246 100.0 1,694,027 13.4 9,466,986 100.0

　（注）上記の表には制御機器販売に係る受注高及び売上高は含まれておりません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,632,335

Ⅱ　売上原価 2,077,658

売上総利益 554,676

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,104,205

営業損失（△） △549,528

Ⅳ　営業外収益 30,184

Ⅴ　営業外費用 3,639

経常損失（△） △522,983

Ⅵ　特別利益 15,200

Ⅶ　特別損失 5,851

税引前四半期純損失（△） △513,634

法人税、住民税及び事業税 2,200

法人税等調整額　 △203,469

四半期純損失（△） △312,365
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