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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 1,444 △25.4 18 34.0 30 93.9 4 ―

21年12月期第1四半期 1,936 ― 13 ― 15 ― 0 ―

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12月期第1四半期 0.69 ―

21年12月期第1四半期 △0.04 ―

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12月期第1四半期 8,336 3,903 46.4 596.33
21年12月期 8,427 3,932 46.3 632.13

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  3,869百万円 21年12月期  3,899百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 7.30 7.30

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 6.60 6.60

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22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

3,645 0.1 47 △49.5 49 △50.9 26 △44.0 4.18

通期 7,719 7.2 241 12.8 266 6.5 139 △7.8 22.34



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） 

(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 

注）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可能性があり
ます。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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12月期第1四半期 6,803,980株 21年12月期  6,803,980株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  582,440株 21年12月期  582,440株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 6,221,540株 21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、海外経済の改善や政府の経済対策等により景気の一部に回復の

兆しが見られたものの、依然として雇用環境の悪化や企業収益の低迷など、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、公共投資の抑制、マンションや事務所ビル、工場の新築案件の減

少により価額競争が激化する悪循環で推移し、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低水準が続い

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14億44百万円（前年同期比25.4％減）、営業利益18百万円（前年同期比34.0％増）、経常利益30百万円（前年同期

比93.9％増）、四半期純利益４百万円（前年同期は四半期純損失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90百万円減少し、83億36百万円と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少、棚卸資産の増加によるものです。  

  負債につきましては、前連結会計年度末と比べ61百万円減少し、44億33百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金の減少、未払法人税等及び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29百万円減少し、39億３百万円となりました。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、94百万円減少し、18億27百万円となりました。 

  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、回収した資金は66百万円（前年同期は59百万円の支出）となりました。これは主に棚卸資産の増

加、売上債権及び仕入債務の減少によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、使用した資金は１億11百万円（前年同期は77百万円の収入）となりました。これは主に定期預金

の預入によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、使用した資金は50百万円（前年同期は68百万円の支出）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22年２月18日に発表いたしました平成21年12月期決算短信に記載し

ております平成22年12月期の連結業績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



  

 該当事項はありません。  

  

  

（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



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22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,927,961 1,922,345

受取手形及び売掛金 2,694,255 3,037,100

商品及び製品 458,877 302,376

仕掛品 13,814 14,322

原材料及び貯蔵品 306,346 282,444

繰延税金資産 80,789 46,588

その他 119,110 76,052

貸倒引当金 △13,867 △52,136

流動資産合計 5,587,287 5,629,093

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 511,085 520,529

機械装置及び運搬具（純額） 152,226 155,396

土地 1,246,441 1,246,441

その他（純額） 115,465 116,594

有形固定資産合計 2,025,218 2,038,961

無形固定資産   

その他 24,566 25,499

無形固定資産合計 24,566 25,499

投資その他の資産   

投資有価証券 130,466 121,170

長期貸付金 970,465 970,507

繰延税金資産 61,061 64,486

その他 97,205 99,086

貸倒引当金 △559,941 △521,539

投資その他の資産合計 699,256 733,711

固定資産合計 2,749,041 2,798,172

資産合計 8,336,329 8,427,266



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,290,202 1,428,933

短期借入金 2,040,000 2,040,000

未払金 221,430 244,283

未払法人税等 58,805 10,431

賞与引当金 115,279 42,481

その他 124,719 155,673

流動負債合計 3,850,437 3,921,802

固定負債   

長期未払金 133,516 133,516

繰延税金負債 24,314 24,292

退職給付引当金 319,430 309,365

長期預り保証金 44,350 43,350

その他 61,190 62,138

固定負債合計 582,801 572,662

負債合計 4,433,239 4,494,465

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 537,449 578,556

自己株式 △193,025 △193,025

株主資本合計 3,847,753 3,888,860

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,290 17,463

為替換算調整勘定 △5,833 △6,739

評価・換算差額等合計 21,456 10,723

少数株主持分 33,879 33,217

純資産合計 3,903,089 3,932,801

負債純資産合計 8,336,329 8,427,266



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,936,821 1,444,347

売上原価 1,463,857 1,003,632

売上総利益 472,964 440,714

販売費及び一般管理費 459,203 422,278

営業利益 13,760 18,435

営業外収益   

受取利息 2,817 2,548

受取配当金 12 291

スクラップ売却収入 － 3,404

助成金収入 － 5,002

雑収入 7,385 5,125

営業外収益合計 10,216 16,373

営業外費用   

支払利息 6,091 2,997

雑損失 2,259 1,520

営業外費用合計 8,351 4,518

経常利益 15,624 30,290

特別損失   

固定資産除却損 2,388 －

たな卸資産評価損 8,306 －

投資有価証券評価損 － 3,340

ゴルフ会員権評価損 － 870

特別損失合計 10,695 4,210

税金等調整前四半期純利益 4,929 26,079

法人税、住民税及び事業税 39,921 54,406

法人税等調整額 △29,654 △33,299

法人税等合計 10,266 21,107

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,086 661

四半期純利益又は四半期純損失（△） △250 4,310



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 26,079

減価償却費 27,503 30,676

のれん償却額 6,241 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △628 134

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,237 10,065

賞与引当金の増減額（△は減少） 71,761 72,797

未払役員賞与の増減額（△は減少） △30,000 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,340

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 △2,840

支払利息 6,091 2,997

売上債権の増減額（△は増加） 234,935 343,154

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,407 △179,701

仕入債務の増減額（△は減少） △290,787 △138,945

その他 △96,526 △92,275

小計 44,725 75,482

利息及び配当金の受取額 1,157 452

利息の支払額 △6,060 △3,130

法人税等の支払額 △99,763 △6,031

営業活動によるキャッシュ・フロー △59,942 66,773

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 △100,000

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 △11,643

投資有価証券の取得による支出 △153 △296

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 291 293

その他 △809 414

投資活動によるキャッシュ・フロー 77,094 △111,232

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 △45,672

その他 － △4,550

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,542 △50,223

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,470 299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,920 △94,383

現金及び現金同等物の期首残高 1,359,422 1,922,345

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,309,502 1,827,961



 該当事項はありません。 

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22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。 

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22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。 

   

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22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。  

   

 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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