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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4月1日～平成20年12月31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3四半期 40,851 ― 397 ― 438 ― △221 ―
20年3月期第3四半期 39,196 △1.4 583 ― 597 ― 263 ―

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3四半期 △16.19 ―
20年3月期第3四半期 37.70 ―

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 42,562 10,819 25.3 788.93
20年3月期 40,506 11,289 27.7 820.73

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,751百万円 20年3月期  11,226百万円

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 ― 13.00 13.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 13.00 13.00

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  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 60,000 3.9 1,880 3.0 1,900 3.5 750 △26.8 55.04

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に関する説明、その他特記事項 
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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
３．当社は、平成２０年２月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  13,988,000株 20年3月期  13,988,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  360,366株 20年3月期  309,866株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  13,670,394株 20年3月期第3四半期  6,984,067株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や世界同

    時株安、急激な円高による影響から、企業収益の大幅な減少、減産に伴う雇用情勢の悪化、個人消費の減少など、 

    日ごとに景気の先行きに対する深刻化が拡大する状況となりました。 

 建設業界におきましては、公共投資の低調状態が続く中で、景気の先行き不透明感から民間企業による設備投資 

も減少しております。更に昨年秋口以降は、経済環境の急激な低下に伴って厳しい状況となりました。  

 このような状況のもと、当第3四半期累計期間の売上高は40,851百万円(前年同期比4.2％増加)となりましたが、 

利益面につきましては、営業利益が397百万円(前年同期比31.9％減少)、経常利益が438百万円(前年同期比26.6％ 

減少)となり、第3四半期累計期間純損失は221百万円(前年同期は純利益263百万円)となりました。 

売上高は微増しましたが、前述しました厳しい環境条件による価格競争の激化などから営業利益、経常利益は減 

少しています。また、株式市場が当第3四半期において更に低迷していますことから、保有有価証券に多額の評価損

が発生しており、第3四半期累計期間純損失を計上となりました。 

 なお、当社グループの業態として第4四半期に完成する工事の割合が大きく、業績に季節的変動があります。 

  

 主な事業別業績は次のとおりであります。 

  〔商品販売事業〕 

 商品販売事業部門の売上高は33,361百万円(前年同期比2.7％増加)となりましたが、価格競争の激化により、営業

利益は325百万円(前期比34.0％減少)になりました。 

 〔工事事業〕 

 工事部門は受注の確保により、売上高は堅調推移して7,033百万円(前年同期比11.5％増加)となりましたが、部材

などのコスト増から営業利益は123百万円(前年同期比27.1％減少)となりました。 

  

   （資産の状況） 

    当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2,055百万円増加し、42,562百万円となりま

   した。これは工事事業における期末完成予定の工事の増加により未成工事支出金が1,955百万円増加していること 

   が主な要因です。 

  

 （負債の状況） 

    当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,525百万円増加し、31,743百万円となり

   ました。これは資産の増加要因と同様、工事事業における期末完成予定の工事の増加により、未成工事受入金が 

   1,312百万円増加していること、および、借入金と社債を合わせた純借入が1,906百万円増加していることが主な要

   因です。 

  

   （純資産の状況） 

    当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて469百万円減少し、10,819百万円となり

   ました。これは四半期純損失221百万円、配当金の支払177百万円による利益剰余金の減少、および、保有有価証券

   等の時価下落に伴い、その他有価証券評価差額金が△72百万円となったことが主な要因です。  

    この結果、当第3四半期連結会計期間末の自己資本比率は25.3％となり、前連結会計年度末に比べ2.4％減少しま

   した。 

  

   当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて

  1,798百万円増加し、5,222百万円となりました。 

   当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      当第3四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は787百万円（前年同期は740百万円の収入）となりま

    した。これは、中間納付等による法人税等の支払799百万円、および、期末完成予定物件を中心とした棚卸資産の

    増加1,729百万円等の支出要因がありましたが、主に第2四半期末の売上債権が順調に回収されたことによる収入 

    3,571百万円が上回ったことによります。 

      

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 
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  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第3四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は874百万円（前年同期は1,735百万円の支出）となり 

    ました。この主な要因は投資有価証券の取得による支出から売却及び償還による収入を控除した300百万円と、有 

    形固定資産の取得による支出241百万円によるものです。 

  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第3四半期連結累計期間の財務活動の結果得られた資金は1,713百万円（前年同期は3,960百万円の収入）とな 

    りました。この主な要因は借入金と社債を合わせた純収入1,906百万円に対し、支出は配当金の支払177百万円によ

    るものです。 

  

  

 通期の業績予想につきましては、平成20年10月27日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のと

おりであります。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  当第３四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動がないと認め

 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。 

② 棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

 高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。 

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積 

 り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

 よっております。 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

 生状況に著しい変動がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

 プランニングを利用する方法によっております。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 

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 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月

５日 企業会計基準第９号）を適用し、棚卸資産についての貸借対照表価額は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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

現金及び預金 5,946 3,949

受取手形及び売掛金 14,199 17,672

商品 2,288 2,476

製品 0 0

原材料 4 6

未成工事支出金 2,509 553

繰延税金資産 261 413

未収入金 5,374 3,442

その他 341 87

貸倒引当金 △25 △129

流動資産合計 30,901 28,473

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,895 2,560

機械装置及び運搬具 107 116

土地 3,518 3,479

建設仮勘定 10 190

その他 213 190

減価償却累計額 △1,570 △1,504

有形固定資産合計 5,175 5,032

無形固定資産   

のれん 167 81

その他 38 37

無形固定資産合計 206 119

投資その他の資産   

投資有価証券 2,768 3,814

繰延税金資産 817 539

その他 2,771 2,636

貸倒引当金 △80 △108

投資その他の資産合計 6,278 6,881

固定資産合計 11,660 12,033

資産合計 42,562 40,506
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

支払手形及び買掛金 12,242 13,009

短期借入金 6,246 3,896

1年内償還予定の社債 740 480

未払法人税等 8 363

未成工事受入金 1,487 175

賞与引当金 283 557

役員賞与引当金 1 18

その他 1,310 702

流動負債合計 22,320 19,201

固定負債   

社債 3,090 3,300

長期借入金 4,933 5,427

退職給付引当金 950 862

役員退職慰労引当金 411 387

繰延税金負債 － 3

その他 36 35

固定負債合計 9,422 10,016

負債合計 31,743 29,217

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857 1,857

資本剰余金 1,829 1,829

利益剰余金 7,269 7,630

自己株式 △132 △119

株主資本合計 10,823 11,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △72 28

評価・換算差額等合計 △72 28

少数株主持分 68 63

純資産合計 10,819 11,289

負債純資産合計 42,562 40,506
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 40,851

売上原価 33,817

売上総利益 7,034

販売費及び一般管理費 6,636

営業利益 397

営業外収益  

受取利息 36

受取配当金 42

仕入割引 252

雑収入 61

営業外収益合計 393

営業外費用  

支払利息 217

手形売却損 33

雑損失 102

営業外費用合計 353

経常利益 438

特別利益  

投資有価証券売却益 16

貸倒引当金戻入額 91

受取保険金 60

特別利益合計 167

特別損失  

固定資産除却損 15

減損損失 3

役員退職慰労金 29

投資有価証券評価損 554

貸倒損失 6

その他の投資評価損 200

特別損失合計 809

税金等調整前四半期純損失（△） △203

法人税、住民税及び事業税 76

法人税等調整額 △64

法人税等合計 11

少数株主利益 6

四半期純損失（△） △221
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △203

減価償却費 95

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △16

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 554

投資その他の資産評価損 200

のれん償却額 29

受取利息及び受取配当金 △79

支払利息 204

固定資産除売却損益（△は益） 15

売上債権の増減額（△は増加） 3,571

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,729

未収入金の増減額（△は増加） △1,586

仕入債務の増減額（△は減少） △889

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,301

その他 248

小計 1,717

利息及び配当金の受取額 82

利息の支払額 △213

法人税等の支払額 △799

営業活動によるキャッシュ・フロー 787

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △298

有形固定資産の取得による支出 △241

投資有価証券の取得による支出 △766

投資有価証券の売却及び償還による収入 465

その他 △34

投資活動によるキャッシュ・フロー △874

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） 2,373

長期借入れによる収入 1,650

長期借入金の返済による支出 △2,167

社債の発行による収入 500

社債の償還による支出 △450

配当金の支払額 △177

その他 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,713

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,625

現金及び現金同等物の期首残高 3,423

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 172

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,222
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

     （注) １. 事業区分の方法 

     事業は、製品系列及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。 

           ２.  各区分に属する主要製品及びサービス  

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  
商品販売 

事業 
（百万円） 

工事事業 
（百万円）

飲食事業 
（百万円）

その他の 
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
33,361 7,033 422 34  40,851 － 40,851 

(2）

 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
408 96 － －  504 (504) － 

  計 33,769 7,130 422 34  41,356  (504) 40,851 

 営業利益（△損失） 325 123 △31 △15  402 △4 397 

事業区分 主要製品及びサービス 

商品販売事業 空調機器、省エネ機器、制御機器、アフターサービス 

工事事業 計装工事、電気工事、管工事、機械器具設置工事 

飲食事業 食材の仕入、加工、卸、販売 

その他の事業 不動産の賃貸及び管理等 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）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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「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（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） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  39,196

Ⅱ 売上原価  32,399

売上総利益  6,796

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,212

営業利益  583

Ⅳ 営業外収益  386

 1．受取利息  19

 2．受取配当金  59

 3．投資有価証券売却益  7

 4．仕入割引  256

 5．雑収入  43

Ⅴ 営業外費用  372

 1．支払利息  158

 2．社債利息  39

 3．手形売却損  43

 4．社債発行費  27

 5．雑損失  103

経常利益  597

Ⅵ 特別利益  16

 1．投資有価証券売却益  0

 2．貸倒引当金戻入益  16

Ⅶ 特別損失  77

 1．減損損失  44

 2．投資有価証券評価損  33

税金等調整前四半期純利益  536

法人税、住民税及び事業税  57

法人税等調整額  207

少数株主利益  8

四半期純利益  263
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（２）（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） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前当期純利益   536

 減価償却費  76

 受取利息及び受取配当金  △79

 支払利息  198

 売上債権の減少額  5,254

 棚卸資産の増加額  △944

 未収入金の増加額  △1,305

 仕入債務の減少額  △3,217

 割引手形の増加額  269

 その他  793

小計  1,583

 利息及び配当額の受取額  70

 利息の支払額  △197

 法人税等の支払額  △714

営業活動によるキャッシュ・フロー  740

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  △1,265

 投資有価証券の取得による支出  △574

 投資有価証券の売却による収入  112

 その他  △7

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,735

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の増加額（純額）  2,080

 長期借入金の増加額（純額）  2,227

 社債の減少額（純額）  △240

 配当金の支払額  △104

 その他  △1

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,960

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  2,965

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,015

Ⅶ  新規連結子会社の現金及び現金同等物
期首残高 

 154

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  5,135
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

      （注) １. 事業区分の方法 

     事業は、製品系列及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。 

           ２.  各区分に属する主要製品及びサービス   

    

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
商品販売 

事業 
（百万円） 

工事事業 
（百万円）

飲食事業 
（百万円）

その他の 
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
32,492 6,309 349 44 39,196 － 39,196 

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
235 56 － － 292 (292) － 

       計 32,728 6,366 349 44 39,489 (292) 39,196 

    営業利益（△損失） 492 169 △69 △1 591 (7) 583 

事業区分 主要製品及びサービス 

商品販売事業 空調機器、省エネ機器、制御機器、アフターサービス 

工事事業 計装工事、電気工事、管工事、機械器具設置工事 

飲食事業 食材の仕入、加工、卸、販売 

その他の事業 不動産の賃貸及び管理等 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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