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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 14,788 △14.6 △910 ― △767 ― △427 ―

21年3月期第1四半期 17,320 ― △273 ― △53 ― △159 ―

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

22年3月期第1四半期 △16.95 ―

21年3月期第1四半期 △6.31 ―

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

22年3月期第1四半期 58,438 26,694 45.7 1,056.98
21年3月期 64,938 26,028 40.1 1,030.63

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  26,694百万円 21年3月期  26,028百万円

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

21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

32,000 △12.9 △1,000 ― △1,000 ― △700 ― △27.72

通期 90,000 △3.1 2,000 △22.2 2,000 △21.6 1,000 ― 39.60
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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、４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、４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．本資料に記載されている業績予想は、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、業績予想に関する事項は３ページをご参照ください。 

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） 22年3月期第1四半期 25,282,225株 21年3月期  25,282,225株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  27,134株 21年3月期  26,836株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 25,255,207株 21年3月期第1四半期 25,257,182株
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当第１四半期連結会計期間における国内経済は、世界同時不況の影響により悪化が続いていた生産や輸

出に下げ止まりの兆しが見え始め、最悪期を脱した底打ち感や持ち直しの動きがあるものの、景気は依然
として先行き不透明な状況が続いております。 
 建設業界におきましても、企業業績や資金調達環境の悪化による民間設備投資の大幅減少や、公共投資
の低調な推移により、依然として厳しい事業環境にあります。 
  
こうした環境の中で、当第１四半期連結会計期間における業績につきましては、売上高147億8千8百万

円（前年同四半期比14.6％減）、営業損失9億1千万円（前年同期 営業損失2億7千3百万円）、経常損失7
億6千7百万円（前年同期 経常損失5千3百万円）、四半期純損失4億2千7百万円（前年同期 四半期純損
失1億5千9百万円）となり、また、受注高につきましては、205億5千2百万円（前年同四半期比36.1％減）
となりました。 
  
当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、工事の完成時期が期末に集中する傾向が強く、一

方で、販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、利益は期末に偏るという季節的
変動があります。 
  

  

  
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、584億3千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ64

億9千9百万円減少しております。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金の減少88億1千3百万円であり
ます。  
 負債は、317億4千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ71億6千4百万円減少しております。主な要
因は、支払手形・工事未払金の減少59億6千8百万円であります。  
 純資産は、266億9千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億6千5百万円増加しております。主な要
因は、その他有価証券評価差額金の増加12億2千8百万円であります。  
  

  

  
当社グループの第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表い

たしました業績予想に変更ありません。 
  

・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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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１四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。 
  
2.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化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。 
  

  

  
完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更 
 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期が１年未満または請負金額が1千万円未
満については工事完成基準を、その他の工事については工事進行基準を適用しておりましたが、
「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「工事契約に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連
結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成
果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、
その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
 これにより、完成工事高は616百万円増加し、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純
損失は101百万円それぞれ減少しております。 

  
  

  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,086 4,016

受取手形・完成工事未収入金 26,347 35,160

未成工事支出金 3,271 2,974

その他のたな卸資産 10 14

繰延税金資産 1,910 1,546

その他 1,419 1,636

貸倒引当金 △251 △279

流動資産合計 36,793 45,069

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,588 2,629

その他（純額） 955 930

有形固定資産合計 3,543 3,560

無形固定資産 377 404

投資その他の資産   

投資有価証券 14,368 11,853

繰延税金資産 360 1,081

その他 4,084 4,060

貸倒引当金 △1,089 △1,091

投資その他の資産合計 17,723 15,903

固定資産合計 21,644 19,868

資産合計 58,438 64,938

－ 5 －
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 20,880 26,849

短期借入金 4,207 4,769

未払法人税等 34 174

未成工事受入金 1,330 906

工事損失引当金 439 187

引当金 92 142

その他 1,660 2,627

流動負債合計 28,646 35,658

固定負債   

長期借入金 825 900

退職給付引当金 1,530 1,568

引当金 － 33

その他 742 749

固定負債合計 3,098 3,251

負債合計 31,744 38,909

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 6,887 6,887

利益剰余金 13,109 13,726

自己株式 △18 △17

株主資本合計 25,137 25,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,566 337

為替換算調整勘定 △10 △64

評価・換算差額等合計 1,556 273

純資産合計 26,694 26,028

負債純資産合計 58,438 64,938
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

完成工事高 17,320 14,788

完成工事原価 15,970 14,098

完成工事総利益 1,349 690

販売費及び一般管理費 1,623 1,600

営業損失（△） △273 △910

営業外収益   

受取利息 35 15

受取配当金 99 73

為替差益 84 59

その他 30 9

営業外収益合計 250 158

営業外費用   

支払利息 30 13

その他 0 1

営業外費用合計 30 15

経常損失（△） △53 △767

特別利益   

貸倒引当金戻入額 92 27

特別利益合計 92 27

特別損失   

固定資産売却損 2 0

固定資産除却損 2 1

減損損失 21 －

退職給付制度改定損 218 －

特別損失合計 244 2

税金等調整前四半期純損失（△） △206 △741

法人税、住民税及び事業税 30 18

法人税等調整額 △76 △331

法人税等合計 △46 △313

四半期純損失（△） △159 △427
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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損失（△） △206 △741

減価償却費 111 96

減損損失 21 －

固定資産売却損益（△は益） 2 0

固定資産除却損 2 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △93 △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） 242 △38

工事損失引当金の増減額（△は減少） 9 251

受取利息及び受取配当金 △135 △88

支払利息 30 13

為替差損益（△は益） 144 △33

売上債権の増減額（△は増加） 9,236 8,826

たな卸資産の増減額（△は増加） 510 △286

仕入債務の増減額（△は減少） △8,798 △5,977

未成工事受入金の増減額（△は減少） 65 423

未払消費税等の増減額（△は減少） － △387

その他 △786 △542

小計 356 1,487

利息及び配当金の受取額 115 77

利息の支払額 △30 △13

法人税等の支払額 △975 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー △533 1,536

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 － △100

有価証券の売却による収入 208 －

有形固定資産の取得による支出 △36 △68

無形固定資産の取得による支出 △52 △14

固定資産の売却による収入 － 11

投資有価証券の取得による支出 △500 △597

その他 4 △34

投資活動によるキャッシュ・フロー △376 △803

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） 153 △532

長期借入金の返済による支出 △75 △75

リース債務の返済による支出 － △9

自己株式の取得による支出 0 0

配当金の支払額 △189 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー △111 △806

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,031 △31

現金及び現金同等物の期首残高 3,112 3,976

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,081 3,945
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  該当事項はありません。 
  

  

  
  該当事項はありません。 
  

  

  

                                       （単位：百万円）

 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. 平成22年３月期第１四半期受注の概況

区分

前第１四半期会計期間
(自平成20年４月１日 
 至平成20年６月30日)

当第１四半期会計期間
(自平成21年４月１日 
 至平成21年６月30日) 増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

一般空調工事 30,882 96.0 % 19,370 94.2 % △11,511 △37.3 %

（うち海外） (1,063) (3.3) (1,609) (7.8) (546) (51.4)

原子力施設空調工事 1,274 4.0 1,182 5.8 △91 (△7.2)

合計 32,156 100.0 20,552 100.0 △11,603 △36.1

－ 9 －

新日本空調㈱(1952)平成22年３月期　第１四半期決算短信




