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1. 平成21年３月期第３四半期の連結業績（平成20年３月21日～平成20年12月20日）

 (1) 連結経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第３四半期 21,394 4.2 129 △65.1 203 △52.9 △57 ―
20年３月期第３四半期 20,527 ― 371 ― 431 ― 59 ―

20年３月期 33,481 676 734 244

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第３四半期 △2 21 ― ―
20年３月期第３四半期 2 21 ― ―

20年３月期 9 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

21年３月期第３四半期 26,296 14,241 54.2 551 59
20年３月期第３四半期 27,669 15,368 55.5 572 88

20年３月期 23,863 14,802 62.0 573 19

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期第３四半期 320 △1,003 2,265 2,876

20年３月期第３四半期 735 △172 3,754 5,682

20年３月期 655 △285 △441 1,293
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(％表示は対前期増減率) 

 
  

  

 
  

 本資料に記載されている業績予想等の予想数値については、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結果となる可能性
があります。 

  
  
  

2. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年３月21日～平成21年３月20日）【参考】

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 33,000 △1.4 700 3.5 750 2.1 340 39.0 13 17

3. 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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

  [(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。]

※ 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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【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 
 当第３四半期におけるわが国経済は、米国経済の景気後退の影響を受け、海外経済の減速が明確となる
中、企業収益や雇用情勢が急激に悪化する等、景気の先行きは後退リスクを強めて推移しました。 
 このような経営環境のもと、当社グループは独自の技術・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３四半期の業績は、完成工事高が前年同期比4.2％増の213億９千４百万円、営業利益が前
年同期比65.1％減の１億２千９百万円、経常利益が前年同期比52.9％減の２億３百万円、特別損失に投資有
価証券評価損２億２千１百万円を計上した結果、四半期純損失が５千７百万円（前年同期は四半期純利益５
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４四半期に偏
る傾向があります。 
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
 当第３四半期末の総資産残高は、前連結会計年度末比24億３千２百万円（10.2％）増の262億９千６百万
円となりました。流動資産につきましては、売上債権の回収により、受取手形・完成工事未収入金が38億４
千３百万円減少しましたが、現金・預金が17億１千３百万円、未成工事支出金等が34億７千７百万円それぞ
れ増加しました。 
 負債の部につきましては、前連結会計年度末比29億９千３百万円（33.0％）増の120億５千４百万円とな
りました。工事未払金が10億９千７百万円減少しましたが、短期借入金が24億２千万円、未成工事受入金が
21億２千６百万円それぞれ増加しました。 
 純資産の部につきましては、前連結会計年度末比５億６千万円（3.8％）減の142億４千１百万円となりま
した。四半期純損失５千７百万円を計上したほか、その他有価証券評価差額金が３億４千７百万円減少しま
した。 
  
  
3. 連結業績予想に関する定性的情報 
  平成20年11月７日に公表しました通期の業績予想に変更はありません。 
  
  

  

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) 
  該当事項はありません。 
  
  
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
    影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを採用しております。 
  
  
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
  該当事項はありません。 
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（単位：千円、％） 

 
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております（次頁以下も同じ）。 

4. (要約）四半期連結財務諸表

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表

科  目

前年同四半期末

(平成20年３月期

第３四半期末)

当四半期末

(平成21年３月期

第３四半期末)

（参 考）前期末 

(平成20年３月期末)
増  減

金額 金額 金額 金額 増減率

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金・預金 5,927,244 3,145,417 1,432,056 1,713,361

   受取手形・ 

   完成工事未収入金
6,274,964 6,106,129 9,949,435 △3,843,306

   有価証券 9,965 9,963 9,965 △2

   未成工事支出金等 5,903,040 6,654,155 3,177,057 3,477,098

   その他 595,058 1,532,850 860,142 672,708

   貸倒引当金 △9,361 △41,751 △13,096 △28,655

   流動資産合計 18,700,912 17,406,764 15,415,560 1,991,204 12.9

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

    建物・構築物 1,796,304 1,773,633 1,841,153 △67,520

    その他 1,545,717 1,846,769 1,502,730 344,039

   有形固定資産合計 3,342,021 3,620,403 3,343,883 276,520

 2. 無形固定資産 184,078 167,154 184,036 △16,882

 3. 投資その他の資産

    投資有価証券 4,682,528 3,793,735 3,851,177 △57,442

    その他 781,292 1,406,020 1,086,950 319,070

    貸倒引当金 △20,932 △98,041 △18,025 △80,016

   投資その他の資産合計 5,442,889 5,101,714 4,920,102 181,612

   固定資産合計 8,968,989 8,889,273 8,448,023 441,250 5.2

   資産合計 27,669,901 26,296,037 23,863,583 2,432,454 10.2
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（単位：千円、％） 

 
  

科  目

前年同四半期末

(平成20年３月期

第３四半期末)

当四半期末

(平成21年３月期

第３四半期末)

（参 考）前期末 

(平成20年３月期末)
増  減

金額 金額 金額 金額 増減率

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   工事未払金 3,797,869 4,297,331 5,395,231 △1,097,900

   短期借入金 3,920,000 2,420,000 ― 2,420,000

   未成工事受入金 2,663,714 3,202,283 1,075,848 2,126,435

   その他 660,910 862,514 1,326,105 △463,591

   流動負債合計 11,042,494 10,782,129 7,797,185 2,984,944 38.3

Ⅱ 固定負債

   退職給付引当金 1,074,571 1,065,004 1,072,307 △7,303

   役員退職慰労引当金 182,114 204,328 188,985 15,343

   その他 2,700 3,000 2,700 300

   固定負債合計 1,259,385 1,272,333 1,263,993 8,340 0.7

   負債合計 12,301,880 12,054,463 9,061,178 2,993,285 33.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ―

   資本剰余金 4,499,820 4,499,820 4,499,820 ―

   利益剰余金 5,476,954 5,449,891 5,662,146 △212,255

   自己株式 △46,535 △323,866 △322,755 △1,111

   株主資本合計 14,930,239 14,625,846 14,839,212 △213,366 △1.4

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価 

   差額金
437,781 △384,272 △36,807 △347,465

   評価・換算差額等合計 437,781 △384,272 △36,807 △347,465 944.0

   純資産合計 15,368,021 14,241,574 14,802,404 △560,830 △3.8

   負債純資産合計 27,669,901 26,296,037 23,863,583 2,432,454 10.2
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（単位：千円、％） 

 
  

  

(2) (要約）四半期連結損益計算書

科  目

前年同四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

当四半期

(平成21年３月期

第３四半期)

増  減
（参 考）前期 

(平成20年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 完成工事高 20,527,499 21,394,009 866,510 4.2 33,481,862

Ⅱ 完成工事原価 19,142,765 20,055,334 912,569 4.8 31,420,171

   完成工事総利益 1,384,734 1,338,674 △46,060 △3.3 2,061,690

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,012,891 1,208,855 195,964 19.3 1,385,611

   営業利益 371,843 129,818 △242,025 △65.1 676,078

Ⅳ 営業外収益 133,682 116,048 △17,634 △13.2 152,215

Ⅴ 営業外費用 73,823 42,355 △31,468 △42.6 93,799

   経常利益 431,702 203,510 △228,192 △52.9 734,493

Ⅵ 特別利益 77,733 ― △77,733 ― 164,344

Ⅶ 特別損失 355,143 230,264 △124,879 △35.2 405,479

   税金等調整前四半期 

   (当期)純利益（△損失）
154,293 △26,753 △181,046 ― 493,358

   税金費用 94,907 30,361 △64,546 △68.0 248,780

   四半期(当期)純利益 

   （△損失）
59,385 △57,114 △116,499 ― 244,577
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（単位：千円） 

(3) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期

(平成20年３月期第３四半期)

当四半期

(平成21年３月期第３四半期)

（参 考）前期

(平成20年３月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期) 

   純利益（△損失）
154,293 △26,753 493,358

   減価償却費 109,477 130,013 154,437

   受取利息及び受取配当金 △94,690 △71,352 △106,467

   支払利息 28,236 29,739 39,020

   売上債権の増減額（増加：△） 2,468,224 3,758,985 △1,212,733

   棚卸資産の増減額(増加：△) △2,854,217 △3,477,098 △128,233

   仕入債務の増減額(減少：△) △1,048,652 △1,097,900 548,709

   未成工事受入金の増減額（減少：△) 1,736,582 2,126,435 148,715

   その他 231,593 △684,517 715,092

    小計 730,846 687,551 651,899

   利息及び配当金の受取額 105,606 71,340 117,487

   利息の支払額 △29,402 △31,108 △39,035

   法人税等の支払額 △130,273 △407,315 △133,661

   法人税等の還付額 59,157 ― 59,186

  営業活動によるキャッシュ・フロー 735,934 320,466 655,877

Ⅱ 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 △316,566 △381,843 △368,824

   投資有価証券の取得による支出 △695,883 △782,466 △911,042

   投資有価証券の売却による収入 431,275 293,189 485,801

   その他 408,643 △131,902 508,576

  投資活動によるキャッシュ・フロー △172,532 △1,003,022 △285,488

Ⅲ 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（減少：△） 3,920,000 2,420,000 ―

   配当金の支払額 △159,944 △153,467 △160,067

   その他 △5,473 △1,303 △281,693

  財務活動によるキャッシュ・フロー 3,754,581 2,265,228 △441,761

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 4,317,983 1,582,673 △71,371

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,364,846 1,293,475 1,364,846

Ⅵ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
5,682,830 2,876,148 1,293,475
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(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 

5. その他

区  分
平成20年３月期 平成21年３月期

比 較 増 減 増減率
第３四半期 第３四半期

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 17,187,655 (64.8%) 17,650,574 (64.7%) 462,919 2.7 %

備 一般空調衛生設備 5,145,265 (19.4 ) 5,030,091 (18.4 ) △115,174 △2.2

工 小 計 22,332,921 (84.2 ) 22,680,666 (83.1 ) 347,744 1.6

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,139,813 ( 4.3 ) 1,346,146 ( 4.9 ) 206,333 18.1

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 3,041,683 (11.5 ) 3,276,486 (12.0 ) 234,803 7.7

合  計 26,514,418 (100.0) 27,303,299 (100.0) 788,881 3.0

区  分
平成20年３月期 平成21年３月期

比 較 増 減 増減率
第３四半期 第３四半期

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 16,425,174 (67.0%) 16,470,367 (64.5%) 45,192 0.3 %

備 一般空調衛生設備 3,925,987 (16.0 ) 4,425,917 (17.4 ) 499,929 12.7

工 小 計 20,351,162 (83.0 ) 20,896,284 (81.9 ) 545,121 2.7

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,139,813 ( 4.6 ) 1,346,146 ( 5.3 ) 206,333 18.1

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 3,041,683 (12.4 ) 3,276,688 (12.8 ) 235,005 7.7

合  計 24,532,659 (100.0) 25,519,119 (100.0) 986,459 4.0
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