
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１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：有 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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コード番号 5997 ＵＲＬ  http://www.kak-net.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）久野 幸男 
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四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日   － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：有（機関投資家・アナリスト向け）    

  （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 ％ 

22年12月期第２四半期  3,035  △16.6  35  △61.7  62  △37.1  15  △65.8

21年12月期第２四半期  3,640  －  93  －  99  －  46  －

  
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２四半期  2  56        －

21年12月期第２四半期  7  46        －

  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２四半期  8,362  3,908  46.3  622  14

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２四半期 3,870百万円 21年12月期 3,899百万円

  
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 

21年12月期        －  0 00      － 7 30  7  30

22年12月期        －  0 00

22年12月期（予想）      － 4 70  4  70

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  6,552  △9.0  155  △27.4  181  △27.4  56  △62.5  9  09



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他」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：無 

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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算の開示時

点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

  

※  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予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご

利用に当たっての注意事項については、「添付資料」２ページ「１．当四半期の業績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」をご覧ください。    

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 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２Ｑ 582,538株 21年12月期 582,440株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 6,221,516株 21年12月期２Ｑ 6,221,572株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や中国を中心とするアジア経済の好調に支え

られ一部企業では業績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、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

減少により価格競争が激化する悪環境で推移しました。 

  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30億35百万円(前年同期比16.6％減）、営業利益35百万円（前年同期比61.7％減）、経常利益62百万円（前

年同期比37.1％減）、四半期純利益15百万円（前年同期比65.8％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第2四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64百万円減少し、83億62百万円

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少、製品や原材料などのたな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39百万円減少し、44億54百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金の減少、賞与引当金及び未払法人税等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24百万円減少し、39億8百万円となりました。これは主に、配

当金の支払いによるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当第2四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、10百万円増加し、19億32百万円となりました。 

  当第2四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１億81百万円（前年同期は３億27百万円の収入）となりました。これは主に売

上債権及び仕入債務の減少及びたな卸資産並びに賞与引当金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、使用した資金は１億15百万円となりました。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54百万円となりました。これは主に配当金の支払いによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期の連結業績予想については、本日公表しました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。  

  

  

（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 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

  



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,032,396 1,922,345

受取手形及び売掛金 2,545,872 3,037,100

商品及び製品 450,639 302,376

仕掛品 13,575 14,322

原材料及び貯蔵品 324,688 282,444

繰延税金資産 104,071 46,588

その他 147,062 76,052

貸倒引当金 △11,646 △52,136

流動資産合計 5,606,659 5,629,093

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 499,709 520,529

機械装置及び運搬具（純額） 145,395 155,396

土地 1,246,441 1,246,441

その他（純額） 112,838 116,594

有形固定資産合計 2,004,385 2,038,961

無形固定資産   

その他 23,445 25,499

無形固定資産合計 23,445 25,499

投資その他の資産   

投資有価証券 125,563 121,170

長期貸付金 970,420 970,507

繰延税金資産 56,795 64,486

その他 137,494 99,086

貸倒引当金 △561,841 △521,539

投資その他の資産合計 728,432 733,711

固定資産合計 2,756,263 2,798,172

資産合計 8,362,923 8,427,266



（単位：千円）

当第２四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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,234,383 1,428,933

短期借入金 2,040,000 2,040,000

未払金 208,884 244,283

未払法人税等 99,178 10,431

賞与引当金 170,332 42,481

その他 125,740 155,673

流動負債合計 3,878,519 3,921,802

固定負債   

長期未払金 116,453 133,516

繰延税金負債 24,292 24,292

退職給付引当金 331,640 309,365

長期預り保証金 44,350 43,350

その他 59,288 62,138

固定負債合計 576,024 572,662

負債合計 4,454,543 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 549,036 578,556

自己株式 △193,051 △193,025

株主資本合計 3,859,314 3,888,860

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,115 17,463

為替換算調整勘定 △9,844 △6,739

評価・換算差額等合計 11,271 10,723

少数株主持分 37,793 33,217

純資産合計 3,908,379 3,932,801

負債純資産合計 8,362,923 8,427,266



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,640,468 3,035,447

売上原価 2,630,973 2,142,572

売上総利益 1,009,495 892,875

販売費及び一般管理費 916,374 857,254

営業利益 93,120 35,620

営業外収益   

受取利息 5,424 5,104

受取配当金 957 1,116

スクラップ売却収入 5,089 8,854

助成金収入 － 10,078

雑収入 10,018 12,829

営業外収益合計 21,489 37,983

営業外費用   

支払利息 11,818 5,869

保険解約損 － 3,132

雑損失 3,035 1,896

営業外費用合計 14,854 10,899

経常利益 99,755 62,704

特別利益   

固定資産売却益 － 132

貸倒引当金戻入額 － 475

特別利益合計 － 607

特別損失   

固定資産除却損 13,000 149

たな卸資産評価損 8,306 －

ゴルフ会員権評価損 － 870

特別損失合計 21,306 1,019

税金等調整前四半期純利益 78,448 62,293

法人税、住民税及び事業税 115,841 91,408

法人税等調整額 △62,043 △49,588

法人税等合計 53,797 41,820

少数株主利益又は少数株主損失（△） △21,778 4,575

四半期純利益 46,429 15,897



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,703,647 1,591,100

売上原価 1,167,116 1,138,940

売上総利益 536,531 452,160

販売費及び一般管理費 457,170 434,975

営業利益 79,360 17,184

営業外収益   

受取利息 2,606 2,556

受取配当金 944 824

スクラップ売却収入 3,165 5,449

助成金収入 － 5,076

雑収入 4,557 7,704

営業外収益合計 11,273 21,610

営業外費用   

支払利息 5,727 2,871

保険解約損 － 3,132

雑損失 776 376

営業外費用合計 6,503 6,381

経常利益 84,130 32,414

特別利益   

固定資産売却益 － 132

貸倒引当金戻入額 － 475

特別利益合計 － 607

特別損失   

固定資産除却損 10,611 149

投資有価証券評価損 － △3,340

特別損失合計 10,611 △3,191

税金等調整前四半期純利益 73,518 36,213

法人税、住民税及び事業税 75,920 37,002

法人税等調整額 △32,388 △16,289

法人税等合計 43,531 20,713

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16,691 3,914

四半期純利益 46,679 11,586



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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利益 78,448 62,293

減価償却費 65,833 64,671

のれん償却額 12,483 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,066 △187

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,305 22,275

賞与引当金の増減額（△は減少） 124,340 127,850

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） 13,000 149

受取利息及び受取配当金 △6,381 △6,221

支払利息 11,818 5,869

売上債権の増減額（△は増加） 555,115 490,211

たな卸資産の増減額（△は増加） 134,615 △190,396

仕入債務の増減額（△は減少） △457,105 △193,843

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,801 2,188

その他 △84,695 △200,500

小計 430,042 184,360

利息及び配当金の受取額 6,875 6,152

利息の支払額 △11,682 △6,109

法人税等の支払額 △97,318 △11,688

法人税等の還付額 － 9,026

営業活動によるキャッシュ・フロー 327,917 181,741

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 △53,960 △25,292

有形固定資産の売却による収入 － 159

投資有価証券の取得による支出 △283 △976

投資有価証券の売却による収入 1,966 －

貸付けによる支出 △1,300 －

貸付金の回収による収入 975 500

その他 △4,130 9,697

投資活動によるキャッシュ・フロー 43,267 △115,911

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 △18,138 －

配当金の支払額 △61,904 △45,071

その他 － △9,725

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,042 △54,796

現金及び現金同等物に係る換算差額 945 △983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 322,088 10,050

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 1,681,511 1,932,396



  該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第２四半期累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成

22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

  当社グループは、空調・防災関連機器及び住宅用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。  

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第２四半期累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成

22年１月１日 至 平成22年６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。  

  

【海外売上高】 

 前第２四半期累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成

22年１月１日 至 平成22年６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

（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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