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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 1,936 ― 13 ― 15 ― 0 ―
20年12月期第1四半期 1,954 △0.2 86 △25.1 94 △22.9 57 49.6

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12月期第1四半期 △0.04 ―
20年12月期第1四半期 9.30 ―

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12月期第1四半期 8,531 3,763 44.1 604.92
20年12月期 9,027 3,838 42.5 616.99

（参考） 自己資本  21年12月期第1四半期  3,763百万円 20年12月期  3,838百万円

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12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想） 0.00 ― 4.50 4.50

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期 
連結累計期間 3,768 ― 83 ― 91 ― 49 ― 7.88

通期 7,852 △5.7 174 △61.4 189 △61.0 102 76.6 16.42



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．上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可
能性があります。 
２．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）および「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。 

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12月期第1四半期 6,803,980株 20年12月期 6,803,980株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期 582,408株 20年12月期 582,408株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 6,221,640株 20年12月期第1四半期 6,221,572株



 当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な経済の後退により自動車をはじめとする輸出産業市場

の急速な冷え込みなどにより企業収益は大幅に悪化し、雇用調整や設備投資の抑制、個人消費の低迷など、景気の先

行きに不透明感があるなかで推移しました。 

  このような状況のもと当業界を取り巻く環境は、公共投資は縮小が続き、民間設備投資は製造業での計画中止や先

送りが見られ、価格競争の激化もあって、厳しい経営環境となりました。 

  また、住宅投資につきましては政府住宅投資及び民間住宅投資とも、新設住宅着工戸数は全体として減少傾向が続

いております。 

  当社グループは、ビル設備部門と住宅設備部門において売上目標の達成と利益確保を重要課題としての受注活動を

行うとともに 、全社をあげて生産の能率アップ、コスト低減等の原価低減活動を行っております。 

その結果、売上高19億36百万円、営業利益13百万円、経常利益15百万円、四半期純損失250千円となりました。 

   

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

  当第1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ4億96百万円減少し、85億31百万円

となりました。これは主に、法人税等及び配当金の支払い、受取手形の回収によるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末と比べ4億21百万円減少し、47億67百万円となりました。これは主に、支払

手形、未払金及び未払法人税等の減少によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ75百万円減少し、37億63百万円となりました。これは主に、配当金

の支払いによる利益剰余金の減少によるものです。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第1四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、前連結会計年度末と比

較して、49百万円減少し、13億9百万円となりました。 

当第1四半期連結会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） 

  営業活動の結果、使用した資金は59百万円となりました。これは主に売上債権及び棚卸資産の減少、仕入債務の増

加によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、回収した資金は77百万円となりました。これは主に定期預金の解約によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により使用した資金は68百万円となりました。これは主に、配当金の支払いによるものです。 

  

 業績予想につきましては現時点において、平成21年２月19日に発表いたしました平成20年12月期決算短信に記載し

ております平成21年12月期の連結業績の予想から変更はありません。  

 なお、業績予想につきましては、本資料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ます。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。 

  

  該当事項はありません。 

  

   

固定資産の減価償却の方法 

      定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

  

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

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
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      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棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更  

      当第１四半期連結会計期間から「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）を適用し、主として総平均法による原価法から主として総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

      この結果、従来の方法に比べて、営業利益及び経常利益は536千円増加し、税金等調整前四半期純利益は

7,769千円減少しております。  

   ③リース取引に関する会計基準の適用 

      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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。 

      なお、リース開始取引日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

     これによる損益に与える影響はありません。  

  

（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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,512,002 1,661,922

受取手形及び売掛金 3,336,584 3,568,146

商品及び製品 434,071 507,045

仕掛品 22,530 19,459

原材料及び貯蔵品 340,075 369,112

繰延税金資産 96,787 66,303

その他 62,633 71,904

貸倒引当金 △34,221 △40,790

流動資産合計 5,770,464 6,223,103

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 553,736 562,960

機械装置及び運搬具（純額） 159,354 161,696

土地 1,246,441 1,246,441

その他（純額） 54,343 56,264

有形固定資産合計 2,013,875 2,027,363

無形固定資産   

のれん 72,173 78,414

その他 24,546 25,045

無形固定資産合計 96,719 103,460

投資その他の資産   

投資有価証券 108,021 126,881

長期貸付金 970,982 971,124

その他 96,698 95,566

貸倒引当金 △525,722 △519,780

投資その他の資産合計 649,980 673,792

固定資産合計 2,760,575 2,804,616

資産合計 8,531,039 9,027,719

協立エアテック㈱(5997)平成21年12月期第1四半期決算短信



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,456,906 1,745,783

短期借入金 2,073,610 2,072,386

未払金 297,265 350,859

未払法人税等 44,900 104,840

賞与引当金 116,356 44,595

その他 127,901 222,888

流動負債合計 4,116,940 4,541,352

固定負債   

長期借入金 106,263 113,637

長期未払金 133,516 133,516

繰延税金負債 90,386 90,373

退職給付引当金 277,022 266,785

長期預り保証金 43,350 43,350

固定負債合計 650,538 647,662

負債合計 4,767,478 5,189,014

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,683,378 1,683,378

資本剰余金 1,819,951 1,819,951

利益剰余金 427,491 489,957

自己株式 △193,016 △193,016

株主資本合計 3,737,804 3,800,270

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,991 21,870

為替換算調整勘定 △977 △8,265

評価・換算差額等合計 6,014 13,605

少数株主持分 19,742 24,828

純資産合計 3,763,561 3,838,704

負債純資産合計 8,531,039 9,027,719
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,936,821

売上原価 1,463,857

売上総利益 472,964

販売費及び一般管理費 459,203

営業利益 13,760

営業外収益  

受取利息 2,817

受取配当金 12

雑収入 7,385

営業外収益合計 10,216

営業外費用  

支払利息 6,091

雑損失 2,259

営業外費用合計 8,351

経常利益 15,624

特別損失  

固定資産除却損 2,388

たな卸資産評価損 8,306

特別損失合計 10,695

税金等調整前四半期純利益 4,929

法人税、住民税及び事業税 39,921

法人税等調整額 △29,654

法人税等合計 10,266

少数株主損失（△） △5,086

四半期純損失（△） △250
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３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利益 4,929

減価償却費 27,503

のれん償却額 6,241

貸倒引当金の増減額（△は減少） △628

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,237

賞与引当金の増減額（△は減少） 71,761

未払役員賞与の増減額（△は減少） △30,000

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,388

受取利息及び受取配当金 △2,830

支払利息 6,091

売上債権の増減額（△は増加） 234,935

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,407

仕入債務の増減額（△は減少） △290,787

その他 △96,526

小計 44,725

利息及び配当金の受取額 1,157

利息の支払額 △6,060

法人税等の支払額 △99,763

営業活動によるキャッシュ・フロー △59,942

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 △200,000

定期預金の払戻による収入 300,000

有形固定資産の取得による支出 △23,383

投資有価証券の取得による支出 △153

投資有価証券の売却による収入 1,653

貸付けによる支出 △503

貸付金の回収による収入 291

その他 △809

投資活動によるキャッシュ・フロー 77,094

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △6,150

配当金の支払額 △62,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,542

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,920

現金及び現金同等物の期首残高 1,359,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,309,502
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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。 

  

当第1四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

     当社グループは、空調・防災関連機器及び住宅用の24時間換気装置の製造販売において単一事業を営んで

おり、事業の種類別セグメント情報については該当事項はありません。 

  

  

当第1四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が、90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

当第1四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）  

   海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

当第1四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 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〕

〔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
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  1,954

Ⅱ 売上原価  1,407

売上総利益  546

Ⅲ 販売費及び一般管理費  460

営業利益  86

Ⅳ 営業外収益  14

Ⅴ 営業外費用  6

経常利益  94

Ⅵ 特別利益  1

Ⅶ 特別損失  －

税金等調整前四半期純利益  95

税金費用  37

四半期純利益  57
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