
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  9,771  △0.7  △642  －  △666  －  △485  －

22年３月期第１四半期  9,844  △13.4  △487  －  △382  －  △244  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △35  61  －

22年３月期第１四半期  △17  92  －

  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 

23年３月期第１四半期  36,820  11,394  30.7  830  50

22年３月期  39,873  12,294  30.6  896  65

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 11,316百万円 22年３月期 12,217百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －   0 00 － 13 00  13  00

23年３月期  －  

23年３月期（予想）  0 00 － 13 00  13  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  26,200  4.8  150  △42.1  170  △56.1  90  △46.3  6  61

通期  57,000  6.1  1,000  △15.0  1,050  △27.3  550  △7.7  40  36



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは実施中であ

ります。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 13,988,000株 22年３月期 13,988,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 362,108株 22年３月期 362,108株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 13,625,892株 22年３月期１Ｑ 13,627,334株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の高い経済成長率に支えられた海外経済の回復によ

り、輸出企業を中心に緩やかな回復をみせております。 

しかしながら、厳しい雇用・所得環境が続く中で、エコカー・エコポイントなどの政策効果が一巡しつつあるこ

とから個人消費は弱含んでおり、不透明感が拭えない状況で推移しました。 

建設業界におきましても、民間の設備投資はやや回復基調が見られてきましたが、公共工事の発注は低調に推移

しており、依然として厳しい事業環境が続きました。 

このような状況のもと、当第1四半期連結会計年度の売上高は9,771百万円(前年同期比0.7％減)となりました。

利益面につきましては、営業損失が642百万円(前年同期損失額487百万円)となり、株式市場の低迷に伴うデリバテ

ィブ評価損の計上もあり経常損失は666百万円(前年同期損失額382百万円)となりました。また、資産除去債務に関

する会計基準の適用に伴う特別損失を計上したことなどにより、四半期純損失は485百万円(前年同期損失額244百

万円)となりました。なお、当社グループは売上高が第4四半期に集中する傾向があり、業績には季節的変動があり

ます。 

  

商品販売事業におきましては、空調機器、制御機器、省エネ機器を中心とした設備機器の販売を行っておりま

す。売上高は8,030百万円(前年同期比1.0％減)、売上総利益は1,274百万円(前年同期比7.0％増)となりました。 

  

工事事業におきましては、主に計装工事の設計・施工および空調その他機器のメンテナンス・アフターサービス

を行っております。価格競争が続く中で、売上高は1,584百万円(前年同期比0.2％増)となりましたが、売上総利益

は442百万円(前年同期比6.2％減)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況） 

 当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて3,052百万円減少し、36,820百万円となりま

した。これは売掛金等の回収により得た現金を買掛金等の支払や借入金等の返済にまわすなど、流動資産が2,749

百万円減少したこと、および、投資資産の時価下落等に伴う投資有価証券の減少388百万円が主な要因です。 

（負債の状況） 

 当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,152百万円減少し、25,426百万円となり

ました。これは買掛金等の支払いによる純減額1,598百万円と、有利子負債の返済による純減額546百万円が主な要

因です。 

（純資産の状況） 

 当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて900百万円減少し、11,394百万円となり

ました。これは四半期純損失485百万円、配当金の支払177百万円、および、保有有価証券等の時価下落に伴い、そ

の他有価証券評価差額金が239百万円の減少となったことが主な要因です。 

 この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は30.7％となり、前連結会計年度末に比べ0.1％増加しました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 国内景気につきましては個人消費などに不安はあるものの、企業業績は緩やかに回復してきており、民間設備投

資にも回復基調が見られます。こうした状況を踏まえまして、現段階では平成22年5月14日発表した平成23年3月期

の連結業績予想の修正は行っておりません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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動がないと認

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動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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

 ・資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 この変更により、営業損失及び経常損失はそれぞれ２百万円、税金等調整前四半期純損失は62百万円増加し

ております。 

② 表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しておりま

す。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,825 6,243

受取手形及び売掛金 11,445 15,836

有価証券 116 52

たな卸資産 2,005 1,218

繰延税金資産 702 401

未収入金 3,949 4,083

その他 135 97

貸倒引当金 △6 △8

流動資産合計 25,172 27,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,050 2,981

土地 3,581 3,581

その他 453 421

減価償却累計額 △1,837 △1,781

有形固定資産合計 5,248 5,204

無形固定資産   

のれん 296 316

その他 135 125

無形固定資産合計 431 442

投資その他の資産   

投資有価証券 2,873 3,262

繰延税金資産 552 449

その他 2,637 2,686

貸倒引当金 △96 △94

投資その他の資産合計 5,967 6,303

固定資産合計 11,647 11,949

資産合計 36,820 39,873
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,665 12,263

短期借入金 3,762 3,541

1年内償還予定の社債 1,110 710

未払法人税等 － 417

未成工事受入金 469 156

賞与引当金 319 633

役員賞与引当金 2 22

その他 1,381 898

流動負債合計 17,712 18,643

固定負債   

社債 2,969 3,599

長期借入金 2,935 3,473

退職給付引当金 1,206 1,166

役員退職慰労引当金 403 454

その他 199 240

固定負債合計 7,714 8,935

負債合計 25,426 27,578

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857 1,857

資本剰余金 1,829 1,829

利益剰余金 7,832 8,495

自己株式 △133 △133

株主資本合計 11,385 12,048

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △69 169

評価・換算差額等合計 △69 169

少数株主持分 77 77

純資産合計 11,394 12,294

負債純資産合計 36,820 39,873
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,844 9,771

売上原価 8,100 7,973

売上総利益 1,743 1,797

販売費及び一般管理費 2,230 2,440

営業損失（△） △487 △642

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 19 23

仕入割引 74 59

デリバティブ評価益 70 －

雑収入 23 30

営業外収益合計 193 118

営業外費用   

支払利息 63 49

手形売却損 8 8

デリバティブ評価損 － 66

雑損失 16 18

営業外費用合計 88 142

経常損失（△） △382 △666

特別損失   

固定資産除却損 1 －

関係会社株式評価損 19 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 60

特別損失合計 21 60

税金等調整前四半期純損失（△） △404 △726

法人税、住民税及び事業税 11 11

法人税等調整額 △172 △254

法人税等合計 △160 △243

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △483

少数株主利益 0 1

四半期純損失（△） △244 △485
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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