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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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 ％

21年12月期第3四半期 5,359 ― 121 ― 134 ― 69 ―

20年12月期第3四半期 6,108 1.0 340 1.3 374 4.4 225 41.5

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3四半期 11.10 ―

20年12月期第3四半期 36.17 ―

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3四半期 8,333 3,864 45.8 613.55
20年12月期 9,027 3,838 42.2 616.99

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  3,817百万円 20年12月期  3,813百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

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 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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,221,572株 20年12月期第3四半期 6,221,640株



（１）業績の状況  

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の金融危機の影響により企業収益の大幅な減少に始

まりましたが、自動車や家電製品などの一部企業では生産の回復があるものの、依然として雇用調整や設備投資の抑

制、個人消費の低迷など、厳しい状況で推移しました。 

  このような状況のもと当業界を取り巻く環境は、依然として公共投資は減少が続き、民間設備投資の抑制が一層強

まり、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53億59百万円（前年同期比12.3%減）、営業利益１億21百万円（前年同期比64.3%減）、経常利益１億34百万円（前

年同期比64.0%減）、四半期純利益69百万円（前年同期比69.3%減）となりました。 

  

※前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

   

 当第３四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６億94百万円減少し、83億33百万

円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の回収、製品や商品などのたな卸資産の減少によるものです。 

  負債につきましては、前連結会計年度末と比べ７億19百万円減少し、44億69百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金並びに未払法人税等の減少、賞与引当金の増加によるものです。 

  純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ25百万円増加し、38億64百万円となりました。これは主に、配当

金の支払い、少数株主持分及び利益剰余金の増加によるものです。 

  

キャッシュ・フローの状況 

  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、前四半期連結会計期間

末と比較して、１億91百万円増加し、18億72百万円となりました。 

  当第３四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、得られた資金は63百万円となりました。これは主に売上債権、たな卸資産及び仕入債務並びに賞

与引当金の減少、法人税等の支払いによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、得られた資金は１億39百万円となりました。これは主に定期預金の払戻しによる収入、固定資産

の取得によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、支出した資金は10百万円となりました。これは主に長期借入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可能性があります。 

  

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



 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

  

      固定資産の減価償却の方法 

  定率法を採用している固定資産については、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。 

  

  

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  

    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、当第３四半期連結累計期間における営業利益及び経常利益は1,715千円増加

し、税金等調整前四半期純利益は6,590千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、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。 

  

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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,872,947 1,661,922

受取手形及び売掛金 2,804,130 3,568,146

商品及び製品 408,558 507,045

仕掛品 15,862 19,459

原材料及び貯蔵品 290,367 369,112

繰延税金資産 99,913 66,303

その他 62,058 71,904

貸倒引当金 △37,307 △40,790

流動資産合計 5,516,530 6,223,103

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 532,491 562,960

機械装置及び運搬具（純額） 161,414 161,696

土地 1,246,441 1,246,441

その他（純額） 126,081 56,264

有形固定資産合計 2,066,429 2,027,363

無形固定資産   

のれん 59,690 78,414

その他 26,285 25,045

無形固定資産合計 85,975 103,460

投資その他の資産   

投資有価証券 122,494 126,881

長期貸付金 970,092 971,124

その他 92,351 95,566

貸倒引当金 △520,221 △519,780

投資その他の資産合計 664,716 673,792

固定資産合計 2,817,121 2,804,616

資産合計 8,333,652 9,027,719



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,189,184 1,745,783

短期借入金 2,075,496 2,072,386

未払金 261,062 350,859

未払法人税等 2,829 104,840

賞与引当金 130,048 44,595

その他 127,942 222,888

流動負債合計 3,786,562 4,541,352

固定負債   

長期借入金 113,515 113,637

長期未払金 133,516 133,516

繰延税金負債 24,255 90,373

退職給付引当金 299,650 266,785

長期預り保証金 44,850 43,350

その他 66,757 －

固定負債合計 682,545 647,662

負債合計 4,469,107 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 496,820 489,957

自己株式 △193,016 △193,016

株主資本合計 3,807,134 3,800,270

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,463 21,870

為替換算調整勘定 △8,321 △8,265

評価・換算差額等合計 10,141 13,605

少数株主持分 47,268 24,828

純資産合計 3,864,545 3,838,704

負債純資産合計 8,333,652 9,027,719



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,359,470

売上原価 3,878,011

売上総利益 1,481,459

販売費及び一般管理費 1,359,845

営業利益 121,613

営業外収益  

受取利息 8,080

受取配当金 2,296

スクラップ売却収入 8,585

雑収入 14,276

営業外収益合計 33,240

営業外費用  

支払利息 16,500

雑損失 3,476

営業外費用合計 19,976

経常利益 134,878

特別損失  

固定資産除却損 13,236

たな卸資産評価損 8,306

固定資産評価損 21,361

特別損失合計 42,904

税金等調整前四半期純利益 91,973

法人税、住民税及び事業税 99,719

法人税等調整額 △99,265

法人税等合計 454

少数株主利益 22,440

四半期純利益 69,079



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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利益 91,973

減価償却費 103,486

のれん償却額 18,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,042

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,865

賞与引当金の増減額（△は減少） 85,453

未払役員賞与の増減額（△は減少） △30,000

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △54

有形固定資産除売却損益（△は益） 13,236

有形固定資産評価損益（△は益） 21,361

受取利息及び受取配当金 △10,377

支払利息 16,500

売上債権の増減額（△は増加） 771,232

たな卸資産の増減額（△は増加） 180,809

仕入債務の増減額（△は減少） △556,584

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,917

その他 △110,257

小計 600,408

利息及び配当金の受取額 8,655

利息の支払額 △16,348

法人税等の支払額 △201,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 390,985

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 502,500

無形固定資産の取得による支出 △3,691

有形固定資産の取得による支出 △112,153

投資有価証券の取得による支出 △1,512

投資有価証券の売却による収入 1,966

貸付けによる支出 △1,748

貸付金の回収による収入 1,991

その他 △4,750

投資活動によるキャッシュ・フロー 182,601

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △27,012

配当金の支払額 △63,038

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,050

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 513,524

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 1,872,947



 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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年１月１日 至平成21年９月30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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年１月１日 至平成21年９月30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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年１月１日 至平成21年９月30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。 

  

  

 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



「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３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  6,108

Ⅱ 売上原価  4,345

売上総利益  1,762

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,421

営業利益  340

Ⅳ 営業外収益  64

Ⅴ 営業外費用  30

経常利益  374

Ⅵ 特別利益  12

Ⅶ 特別損失  8

税金等調整前四半期純利益  378

税金費用  153

四半期純利益  225
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