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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第2四半期 34,115 ― 2,673 ― 2,748 ― 1,590 ―
20年3月期第2四半期 35,016 1.3 3,365 7.7 3,477 4.7 2,179 11.8

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 122.51 ―
20年3月期第2四半期 167.85 ―

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 41,084 31,815 77.3 2,446.98
20年3月期 42,262 31,523 74.5 2,424.60

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  31,769百万円 20年3月期  31,478百万円

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 ― 0.00 ― 100.00 100.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 100.00 100.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 70,000 △0.5 5,600 △13.3 5,730 △13.9 3,340 △17.6 257.26

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  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。  

(3) 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（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用、その他説明事項 
・業績予想につきましては、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可能性があり
ます。なお、業績予想に関する事項は２ページの「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  12,987,000株 20年3月期  12,987,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,920株 20年3月期  3,893株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  12,983,089株 20年3月期第2四半期  12,984,015株
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当第２四半期累計期間の業績は、売上高34,115百万円（前年同期比2.6％減少）、経常利益2,748百万

円（前年同期比21.0％減少）、四半期純利益は1,590百万円（前年同期比27.0％減少）となりました。 

  

部門別売上高の状況は、完成工事高は、空調設備工事等の建築設備工事高が、前期からの繰越物件や

大型物件の工事の完成により増収となったものの、システム工事高は前期にあった特需が減少したこと

等により、前年同期比730百万円（3.7％）減少して19,140百万円となりました。 

 メンテナンス業務収入は、継続取引契約である保守点検については堅調に推移し増収となりました

が、補修・改修等の保全業務が減少したため、前年同期比38百万円（0.3％）減少して12,498百万円と

なりました。 

 その他売上高は、その他の商品売上の減少により、前年同期比132百万円（5.1％）減少して2,476百

万円となりました。 

 なお、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用しているため、前年同期比

については参考数値として記載しております。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況   

流動資産は、短期貸付金が増加しましたが、現金預金、完成工事未収入金及び売掛金の減少等により

前連結会計年度末比1,197百万円減少し35,491百万円、固定資産は、前連結会計年度末比19百万円増加

して5,592百万円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度末比1,177百万円減少し41,084百万

円となりました。 

負債は、主に工事未払金及び未払法人税等が減少したことにより前連結会計年度末比1,469百万円減

少し9,268百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末比291百万円増加して31,815百万円となりました。純資産から少数株主

持分を差し引いた自己資本は31,769百万円で、自己資本比率は前連結会計年度末の74.5％から2.8ポイ

ント上昇し77.3％となりました。 

  

（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2,367百万円の収入、投資活動によるキャッシュフローは5,049百

万円の支出、財務活動によるキャッシュフローは1,296百万円の支出となりました。 

 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8,505百万円となり、前連結会

計年度末比3,978百万円の減少となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高・契約高が低調に推移し、また、原材料価

格上昇の影響から原価高の傾向にあり、当初の業績予想を下回る結果となりました。 

 第３四半期以降においてもこれ等の影響が残るものと予想されますので、通期連結業績を見直し、平

成20年５月７日に公表いたしました通期連結業績予想を以下の通り修正しております。 

 売上高70,000百万円、営業利益5,600百万円、経常利益5,730百万円、当期純利益3,340百万円。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

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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※業績予想につきましては、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可能性があります。 

  

（1） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   

     該当事項はありません。 

  

（2） 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 

  簡便な会計処理 

  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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。

  

①  会計基準等の改正に伴う変更 

１. 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

  

２. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を第１四半期連結会計期間から適

用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。 

  当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

②  ①以外の変更 

   減価償却資産の減価償却方法の変更 

 従来、有形固定資産（平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）を除く）の

減価償却を定率法によりおこなっておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しま

した。 

 この変更は、平成20年１月以降、設備投資をリースから主として自社保有に転換する方針を決定

したことを契機として減価償却方法を見直した結果、当社の資産は、収益に対応する費用が耐用年

数にわたり安定的に発生することから、定額法がより合理的であると判断したことによるもので

す。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して損益に与える影響は軽微であります。 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

4. その他

（3） 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
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5. 【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20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 8,505,783 12,484,460 

受取手形 1,147,697 1,380,308 

完成工事未収入金 4,482,098 5,619,057 

未収保守料 2,975,446 3,186,530 

売掛金 1,079,818 2,065,682 

未成工事支出金 810,444 806,938 

商品 648,846 391,776 

材料貯蔵品 166,857 155,850 

短期貸付金 15,004,048 10,002,028 

繰延税金資産 440,570 433,512 

その他 263,722 209,741 

貸倒引当金 △33,946 △47,404 

流動資産合計 35,491,387 36,688,482 

固定資産 

有形固定資産 1,681,390 1,660,036 

無形固定資産 127,258 145,500 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,053,880 2,058,680 

その他 1,893,277 1,802,085 

貸倒引当金 △162,830 △92,705 

投資その他の資産合計 3,784,326 3,768,060 

固定資産合計 5,592,975 5,573,597 

資産合計 41,084,363 42,262,080 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

工事未払金 4,048,285 5,577,853 

買掛金 454,922 448,188 

未払法人税等 1,168,920 1,517,440 

未成工事受入金 612,242 153,350 

前受保守料 533,935 489,256 

賞与引当金 607,921 556,670 

役員賞与引当金 10,100 － 

その他 956,616 1,106,453 

流動負債合計 8,392,944 9,849,213 

固定負債 

繰延税金負債 361,512 337,997 

退職給付引当金 325,577 340,194 

役員退職慰労引当金 39,974 55,431 

その他 148,745 155,464 

固定負債合計 875,810 889,087 

負債合計 9,268,755 10,738,301 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,357,810 2,357,810 

資本剰余金 3,224,174 3,224,174 

利益剰余金 26,206,317 25,914,050 

自己株式 △16,490 △16,408 

株主資本合計 31,771,812 31,479,625 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △2,495 △844 

評価・換算差額等合計 △2,495 △844 

少数株主持分 46,290 44,997 

純資産合計 31,815,607 31,523,778 

負債純資産合計 41,084,363 42,262,080 
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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） 

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

売上高 34,115,159 

売上原価 27,216,847 

売上総利益 6,898,311 

販売費及び一般管理費 4,224,314 

営業利益 2,673,997 

営業外収益 

受取利息 61,061 

受取配当金 459 

その他 19,367 

営業外収益合計 80,888 

営業外費用 

固定資産除却損 390 

その他 6,263 

営業外費用合計 6,653 

経常利益 2,748,232 

税金等調整前四半期純利益 2,748,232 

法人税、住民税及び事業税 1,138,475 

法人税等調整額 17,885 

法人税等合計 1,156,361 

少数株主利益 1,292 

四半期純利益 1,590,578 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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 2,748,232 

減価償却費 63,233 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,667 

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,251 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,100 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,616 

前払年金費用の増減額（△は増加） △33,412 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,457 

受取利息及び受取配当金 △61,521 

固定資産除却損 390 

投資有価証券評価損益（△は益） 6,169 

売上債権の増減額（△は増加） 2,566,518 

たな卸資産の増減額（△は増加） △271,583 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △63,180 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △70,143 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,522,833 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 336,732 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △6,718 

小計 3,779,829 

利息及び配当金の受取額 60,145 

法人税等の支払額 △1,472,478 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,367,496 

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 △44,992 

無形固定資産の取得による支出 △10,597 

投資有価証券の取得による支出 △3,000 

貸付けによる支出 △5,007,000 

貸付金の回収による収入 1,651 

その他 14,134 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,049,804 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △1,296,288 

自己株式の取得による支出 △81 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,296,369 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,978,677 

現金及び現金同等物の期首残高 12,484,460 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,505,783 
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   当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

    該当事項はありません。 

  

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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

    該当事項はありません。 

  

「参考」 

 (要約) 前中間連結損益計算書 

  

 
  

 当連結会計年度より「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

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日   

至 平成19年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 35,016,069

Ⅱ 売上原価 27,436,481

 売上総利益 7,579,587

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,214,318

 営業利益 3,365,269

Ⅳ 営業外収益 113,606

Ⅴ 営業外費用 1,153

 経常利益 3,477,721

Ⅵ 特別利益 395,971

 税金等調整前中間純利益 3,873,693

 法人税、住民税及び事業税 1,611,481

 法人税等調整額 79,129

 少数株主利益 3,657

 中間純利益 2,179,425
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「参考」 

  

 
  

 (要約) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間 

 (自 平成19年４月１日  

   至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前中間純利益 3,873,693

２ 減価償却費 79,747

３ 貸倒引当金の増減額 △9,742

４ 賞与引当金の増減額 73,198

５ 役員賞与引当金の増減額 11,066

６ 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △80,013

７ 役員退職慰労引当金の増減額 △2,590

８ 受取利息及び配当金 △100,217

９ 固定資産廃棄損 297

10 子会社株式売却益 △384,334

11 売上債権の増減額 2,868,014

12 たな卸資産の増減額 △299,852

13 その他流動資産の増減額 △66,716

14 その他固定資産の増減額 △9,521

15 仕入債務の増減額 △1,860,414

16 その他流動負債の増減額 △234,838

17 その他固定負債の増減額 2,680

  小計 3,860,455

18 利息及び配当金の受取額 99,035

19 法人税等の支払額 △1,537,986

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,421,503

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 有形固定資産取得による支出 △14,822

２ 無形固定資産取得による支出 △18,774

３ 貸付けによる支出 △3,000,000

４ 貸付金の回収による収入 33,542

５ 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 230,975

６ その他 3,054

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,766,024

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 配当金の支払額 △1,297,272

２ 少数株主への配当金の支払額 △5,460

３ 自己株式取得による支出 △4,108

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,306,840

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △1,651,360

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 11,741,673

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 10,090,313
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（単位：千円）  

 
 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

（単位：千円）  

 
 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

（単位：千円）  

 
 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報
  部門別受注実績・契約実績及び売上実績

(1) 受注実績

  当第２四半期連結累計期間における完成工事部門の受注状況は次のとおりであります。

区 分

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

金額 構成比

受

注

高

完

成

工

事

％

システム工事 14,947,083 83.3

建築設備工事 2,998,241 16.7

計 17,945,325 100.0

受

注

残

高

完

成

工

事

システム工事 2,093,816 41.4

建築設備工事 2,962,056 58.6

計 5,055,872 100.0

(2) 契約実績

  当第２四半期連結累計期間におけるメンテナンス業務部門のうち保守点検の契約状況は、 
  次のとおりであります。

区 分
当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

契

約

高
保守点検

件 数 3,241 件

金 額 786,007

契

約

残

高

保守点検
件 数 49,307 件

金 額 17,804,560

(3) 売上実績

  当第２四半期連結累計期間における各部門別の売上状況は次のとおりであります。

部門別

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

金額 構成比

完

成

工

事

％

システム工事 15,159,548 44.4

建築設備工事 3,980,599 11.7

計 19,140,147 56.1

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務

保 守 点 検 8,939,686 26.2

保 全 業 務 3,558,614 10.4

計 12,498,301 36.6

そ

の

他

安 全 商 品 1,278,993 3.8

そ   の   他 1,197,716 3.5

計 2,476,710 7.3

合    計 34,115,159 100.0
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