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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,463 ― △519 ― △476 ― △299 ―

20年3月期第3四半期 10,162 6.2 △953 ― △945 ― △578 ―

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 △36.56 ―

20年3月期第3四半期 △70.63 ―

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 18,741 9,979 53.2 1,217.49
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3四半期  9,979百万円 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3四半期  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3四半期  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3四半期  8,196,389株 20年3月期第3四半期  8,196,449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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱

や、株式・為替市場の大幅な変動等による企業収益の減少、輸出の低迷、雇用情勢の悪化など、景気後退が深刻化す

る状況となりました。

　建設業界におきましては、改正建築基準法の影響は収束したものの、景気減速の影響により、民間企業が設備投資

を抑制する動きが出ており、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。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、主に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

連事業とも好調に推移し、20,368百万円（前年同期比12.0%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が堅調に推移し、10,463百万円（同3.0%増）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519百万円（前年同期は953百万円の損失）、経常損失が476百万円（前年同期は945百万円の損失）、四半

期純損失は299百万円（前年同期は578百万円の損失）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、17,854

百万円（前年同期比11.8%増）となりました。内訳は、新設工事が7,632百万円（同24.4%増）、既設工事が10,221百万

円（同3.9%増）となりました。

　完成工事高は、関東、中国地区を中心に新設工事が伸長し、8,682百万円（同6.2%増）となりました。内訳は、新設

工事が4,116百万円（同24.4%増）、既設工事が4,565百万円（同6.2%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、376百万円（同18.4%増）となりました。

　総じて、空調計装関連事業の受注高は18,230百万円（同11.9%増）、売上高は9,058百万円（同6.7%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、予定外物件の計上等により、1,813百万円

（前年同期比13.0%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及び第４四半期に工期延期になった物件等の影響により、1,080百万

円（同21.7%減）となりました。

　制御機器類販売の受注高及び売上高は、324百万円（同12.4%増）となりました。

　総じて、産業計装関連事業の受注高は2,137百万円（同12.9%増）、売上高は1,405百万円（同15.8%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３四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ842百万円増加し18,741百万円となりました。流動資産につ

きましては、前事業年度末に比べ713百万円増加し15,109百万円となりました。これは、主に売上債権の減少に対して

未成工事支出金の増加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129百万

円増加し3,631百万円となりました。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1,383百万円増加し8,761百万円となりました。これは、主に流動負債に

おきまして、未払費用及び未払法人税等の減少に対して未成工事受入金の増加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540百万円減少し9,979百万円となりました。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、世界経済の減速傾向が一層強まり、極め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、企業の設備投資意欲が減退しており、先行き不透明感が強まっ

ております。

　その一方で、計装工事業界におきましては、バブル期の建築物の更新需要や、省エネルギー化ニーズの高まりを中

心に、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、一部民間企業の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３四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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 2,565,601 1,888,111

受取手形・完成工事未収入金等 3,838,265 7,916,767

有価証券 1,093,246 1,399,898

未成工事支出金 6,696,905 2,594,861

商品 24,747 13,502

材料貯蔵品 6,486 5,466

その他 888,753 586,671

貸倒引当金 △4,240 △8,712

流動資産合計 15,109,763 14,396,566

固定資産   

有形固定資産 940,811 968,798

無形固定資産 359,841 416,752

投資その他の資産 2,330,589 2,116,672

固定資産合計 3,631,243 3,502,223

資産合計 18,741,006 17,898,789

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,083,395 4,159,709

未払費用 587,793 1,066,754

未払法人税等 3,942 618,832

未成工事受入金 3,437,303 656,106

完成工事補償引当金 16,789 18,405

工事損失引当金 38,635 104,587

その他 169,314 386,743

流動負債合計 8,337,174 7,011,140

固定負債   

退職給付引当金 284,010 227,014

役員退職慰労引当金 138,712 140,662

その他 2,081 －

固定負債合計 424,803 367,676

負債合計 8,761,977 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 9,205,925 9,710,463

自己株式 △765 △765

株主資本合計 9,991,899 10,496,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,870 23,535

評価・換算差額等合計 △12,870 23,535

純資産合計 9,979,029 10,519,972

負債純資産合計 18,741,006 17,898,789
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高  

完成工事高 9,763,128

商品売上高 700,134

売上高合計 10,463,263

売上原価  

完成工事原価 7,180,039

商品売上原価 502,918

売上原価合計 7,682,957

売上総利益 2,780,306

販売費及び一般管理費 3,299,777

営業損失（△） △519,471

営業外収益  

受取利息 19,166

受取配当金 13,553

その他 20,096

営業外収益合計 52,816

営業外費用  

デリバティブ評価損 4,721

会員権評価損 4,500

売上割引 313

コミットメントフィー 758

営業外費用合計 10,294

経常損失（△） △476,950

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,094

特別利益合計 4,094

特別損失  

固定資産除却損 970

投資有価証券評価損 15,408

特別損失合計 16,378

税引前四半期純損失（△） △489,234

法人税、住民税及び事業税 7,300

法人税等調整額 △196,905

法人税等合計 △189,605

四半期純損失（△） △299,628
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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等

（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第3四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 10,162,275

Ⅱ　売上原価 7,876,245

売上総利益 2,286,029

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,239,855

営業損失（△） △953,825

Ⅳ　営業外収益 62,786

Ⅴ　営業外費用 54,010

経常損失（△） △945,049

Ⅵ　特別利益 20,314

Ⅶ　特別損失 8,703

税引前四半期純損失（△） △933,438

法人税、住民税及び事業税 6,300

法人税等調整額　 △360,791

四半期純損失（△） △578,946
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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3四半期累計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日)

当第3四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 15,969,057 90.9 17,854,507 90.8 1,885,450 11.8 20,016,138 90.7

産業計装関連事業 1,605,663 9.1 1,813,794 9.2 208,131 13.0 2,055,089 9.3

合計 17,574,720 100.0 19,668,302 100.0 2,093,581 11.9 22,071,228 100.0

完成工

事高

空調計装関連事業 8,175,394 85.5 8,682,186 88.9 506,792 6.2 18,057,174 86.7

産業計装関連事業 1,380,932 14.5 1,080,942 11.1 △299,990 △21.7 2,781,109 13.3

合計 9,556,326 100.0 9,763,128 100.0 206,802 2.2 20,838,283 100.0

繰越工

事高

空調計装関連事業 14,649,513 90.1 17,987,136 92.9 3,337,622 22.8 8,814,814 93.1

産業計装関連事業 1,602,922 9.9 1,385,024 7.1 △217,898 △13.6 652,172 6.9

合計 16,252,436 100.0 19,372,160 100.0 3,119,724 19.2 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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