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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 7,316 ― △329 ― △289 ― △166 ―

20年3月期第2四半期 7,440 13.0 △581 ― △579 ― △355 ―

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2四半期 △20.30 ―

20年3月期第2四半期 △43.33 ―

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2四半期 17,092 10,145 59.4 1,237.85
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2四半期  10,145百万円 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 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  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2四半期  8,196,389株 20年3月期第2四半期  8,196,468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２四半期累計期間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世界的な金融市場の混

乱や資源価格の高騰などの影響により、景気後退局面に入ったとの見方が強まりました。

　建設業界におきましては、改正建築基準法の影響によって落ち込んでいた建設投資が回復傾向をみせているものの、

景気の減速や鋼材価格の値上がり、価格競争の激化、不動産業界の業況悪化等の影響により、先行きに不透明感が強

まっております。その一方で、計装工事業界におきましては、民間物件を中心に堅調な動きを示しました。

　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、工場向けの物件が増加したことを背景に、空調計装関連事業、産業計装関連事

業が両事業とも好調に推移し、14,414百万円（前年同期比13.8%増）となりました。

　売上高につきましては、空調計装関連事業の新設工事で増加も、同既設工事及び産業計装関連事業で第３、第４四

半期への工期延期物件が複数出件したことを主因に減少し、7,316百万円（同1.7%減）となりました。

　損益面につきましては、工事資材の一括発注、効率的な現場監理などによる原価低減及び経費削減に努めた結果、

営業損失が329百万円（前年同期は581百万円の損失）、経常損失が289百万円（前年同期は579百万円の損失）、四半

期純損失は166百万円（前年同期は355百万円の損失）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つきましては、受注工事高は、工場向け物件を中心に新設工事、既設工事が共に伸長し、12,516

百万円（前年同期比10.3%増）となりました。内訳は、新設工事が4,932百万円（同15.2%増）、既設工事が7,583百万

円（同7.4%増）となりました。

　完成工事高は、新設工事の大幅な増加により、6,157百万円（同4.6%増）となりました。内訳は、新設工事が3,110

百万円（同21.6%増）、既設工事が3,046百万円（同8.5%減）となりました。

　制御機器類販売の受注高及び売上高は、新設工事向けで増加し、257百万円（同29.8%増）となりました。

　総じて、空調計装関連事業の受注高は12,773百万円（同10.7%増）、売上高は6,414百万円（同5.4%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つきまし

ては、受注工事高は、新規事業であるVOCソリューション事業の実績計上などにより、1,444百万円（前年同期比54.0%

増）となりました。

　完成工事高は、前期末からの繰越工事高の減少に加え、第３、第４四半期に工期延期・変更となった物件の影響に

より、705百万円（同39.7%減）となりました。

　制御機器類販売の受注高及び売上高は、196百万円（同5.9%増）となりました。

　総じて、産業計装関連事業の受注高は1,640百万円（同46.1%増）、売上高は901百万円（同33.5%減）となりました。

 

　なお、「前年同期比増減率」「前年同期実績額」につきましては、参考として記載しております。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ805百万円減少し17,092百万円となりました。流動資産につ

きましては、前事業年度末に比べ946百万円減少し13,450百万円となりました。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140百万円増加し3,642百万円となりました。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431百万円減少し6,947百万円となりました。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374百万円減少し10,145百万円となりました。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、米国発の金融不安に伴う実体経済への悪影響が懸念され、従来にも増して厳しい状況で推移

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、中堅ゼネコンが破綻に追い込まれるなど、先行き不透明感が

増大しております。

　その一方で、計装工事業界におきましては、一部の民間企業による大型設備投資の波及効果や、省エネルギー化ニー

ズの高まりを中心に、空調計装関連業界、産業計装関連業界とも、引き続き安定的な伸び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つきましては、上記大型設備投資の波及効果及び既設市

場の伸長により、堅調な事業環境を予想しておりますが、産業計装関連事業につきましては、質的向上方針に基づく

選別受注戦略により、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、短期的には概ね堅調な推移が予想されるものの、マクロ経済の急激な悪化の影

響が当業界に及ぶことも想定されることから、平成21年３月期の通期の業績予想については、平成20年５月19日付当

社「平成20年３月期決算短信」にて発表いたしました数値から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２四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、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　平成18年７月５日）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。

　これによる、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、賃貸借取引に係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（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　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。

　これによる、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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 2,122,334 1,888,111

受取手形・完成工事未収入金等 4,640,582 7,916,767

有価証券 1,234,378 1,399,898

未成工事支出金 4,661,516 2,594,861

商品 22,995 13,502

材料貯蔵品 6,027 5,466

その他 767,715 586,671

貸倒引当金 △5,120 △8,712

流動資産合計 13,450,428 14,396,566

固定資産   

有形固定資産 959,854 968,798

無形固定資産 388,056 416,752

投資その他の資産 2,294,631 2,116,672

固定資産合計 3,642,543 3,502,223

資産合計 17,092,972 17,898,789

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,464,298 4,159,709

未払費用 789,585 1,066,754

未払法人税等 9,135 618,832

未成工事受入金 2,142,845 656,106

完成工事補償引当金 16,399 18,405

工事損失引当金 18,440 104,587

その他 107,352 386,743

流動負債合計 6,548,055 7,011,140

固定負債   

退職給付引当金 263,778 227,014

役員退職慰労引当金 132,537 140,662

その他 2,721 －

固定負債合計 399,036 367,676

負債合計 6,947,092 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 9,380,146 9,710,463

自己株式 △765 △765

株主資本合計 10,166,119 10,496,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,240 23,535

評価・換算差額等合計 △20,240 23,535

純資産合計 10,145,879 10,519,972

負債純資産合計 17,092,972 17,898,789
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  

完成工事高 6,862,641

商品売上高 453,897

売上高合計 7,316,539

売上原価  

完成工事原価 5,120,388

商品売上原価 323,158

売上原価合計 5,443,547

売上総利益 1,872,992

販売費及び一般管理費 2,202,340

営業損失（△） △329,348

営業外収益  

受取利息 14,097

受取配当金 8,516

デリバティブ評価益 5,227

その他 12,497

営業外収益合計 40,338

営業外費用  

売上割引 218

コミットメントフィー 504

営業外費用合計 723

経常損失（△） △289,733

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,214

特別利益合計 3,214

特別損失  

固定資産除却損 818

特別損失合計 818

税引前四半期純損失（△） △287,336

法人税、住民税及び事業税 4,600

法人税等調整額 △125,547

法人税等合計 △120,947

四半期純損失（△） △166,389
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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。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

１．完成工事高 7,056,256

２．商品売上高 383,848

売上高計 7,440,104 100.0

Ⅱ　売上原価

１．完成工事原価 5,576,697

２．商品売上原価 270,875

売上原価計 5,847,572 78.6

売上総利益 1,592,531 21.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,174,160 29.2

営業損失（△） △581,628 △7.8

Ⅳ　営業外収益 43,209 0.6

Ⅴ　営業外費用 40,875 0.6

経常損失（△） △579,294 △7.8

Ⅵ　特別利益 15,814 0.2

Ⅶ　特別損失 7,800 0.1

税引前中間純損失（△） △571,281 △7.7

法人税、住民税及び事業税 4,500

法人税等調整額 △220,621 △216,121 △2.9

中間純損失（△） △355,159 △4.8
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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2四半期累計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当第2四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９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 11,343,788 92.4 12,516,222 89.7 1,172,434 10.3 20,016,138 90.7

産業計装関連事業 937,860 7.6 1,444,357 10.3 506,496 54.0 2,055,089 9.3

合計 12,281,649 100.0 13,960,580 100.0 1,678,930 13.7 22,071,228 100.0

完成工

事高

空調計装関連事業 5,886,287 83.4 6,157,428 89.7 271,140 4.6 18,057,174 86.7

産業計装関連事業 1,169,968 16.6 705,213 10.3 △464,754 △39.7 2,781,109 13.3

合計 7,056,256 100.0 6,862,641 100.0 △193,614 △2.7 20,838,283 100.0

繰越工

事高

空調計装関連事業 12,313,350 91.5 15,173,609 91.6 2,860,258 23.2 8,814,814 93.1

産業計装関連事業 1,146,084 8.5 1,391,315 8.4 245,231 21.4 652,172 6.9

合計 13,459,435 100.0 16,564,925 100.0 3,105,489 23.1 9,466,986 100.0

　(注）上記の表には制御機器類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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