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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年3月21日～平成22年9月20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 ％

23年3月期第2四半期 14,953 △1.2 45 △91.0 144 △73.3 49 △83.3
22年3月期第2四半期 15,129 ― 498 ― 539 ― 295 ―

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2四半期 1.91 ―
22年3月期第2四半期 11.45 ―

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2四半期 22,239 14,600 65.6 565.76
22年3月期 23,368 14,879 63.7 576.52

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  14,600百万円 22年3月期  14,879百万円

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  
 

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 ― 6.00 6.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 6.00 6.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 30,000 0.2 700 △7.1 750 △9.5 340 △7.3 13.17



(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  無  
（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 

（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の対象外であり、この四半期決算短信の開示において、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は終了していません。 

※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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「業績予想に
関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．3「２. その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 26,927,652株 22年3月期  26,927,652株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,121,557株 22年3月期  1,118,822株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 25,806,645株 22年3月期2Q 25,813,057株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした景気上昇や緊急経済対策の効
果により輸出や生産が持ち直す等、景気は緩やかな回復傾向が見られました。企業収益の回復のもと設
備投資に下げ止まりが見られたものの、急速な円高の進行により株価が軟調に推移する等、当社グルー
プを取り巻く経営環境は先行き不透明な状況で推移しました。 
このような経営環境のもと、当社及びグループ各社は総力をあげて当社グループの独自の技術・商品

を活用した積極的な営業活動、経営の効率化を推進してきました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注工事高が前年同四半期比4.7％減の177億１千万

円、完成工事高が前年同四半期比1.2％減の149億５千３百万円、営業利益が前年同四半期比91.0％減の
４千５百万円、経常利益が前年同四半期比73.3％減の１億４千４百万円、四半期純利益が前年同四半期
比83.3％減の４千９百万円となりました。 
なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期、特に第４四半期

連結会計期間に偏る傾向があります。 

  

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残高は、前連結会計年度末比11億２千９百万円（4.8％）減の
222億３千９百万円となりました。資産の部については、売上債権の回収により、現金預金が２億３千
２百万円増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金が５億２千万円、未成工事支出金等が８億２千
９百万円それぞれ減少しました。 
負債の部については、前連結会計年度末比８億５千万円（10.0％）減の76億３千９百万円となりまし

た。工事未払金が９千２百万円増加しましたが、未成工事受入金が５億７千４百万円減少しました。 
純資産の部については、前連結会計年度末比２億７千９百万円（1.9％）減の146億円となりました。

保有株式等の時価の下落により、その他有価証券評価差額金が１億７千２百万円減少しました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少やたな卸資産の減少等がありましたが、未成
工事受入金の減少や法人税等の支払額の増加等により、前年同四半期比16億８千９百万円減の５億２千
３百万円となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券や有形固定資産の取得による支出等がありまし

たが、定期預金の払戻しによる収入等により、前年同四半期比１億５千１百万円増の△５千９百万円と
なりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額の増加等により、前年同四半期比４億

円増の△１億５千４百万円となりました。 
この結果、現金及び現金同等物の第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比３億９百万

円増の37億８千９百万円となりました。 

  

連結業績見通しについては、平成22年４月30日付決算短信において発表した予想を変更しておりませ
ん。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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。 

  

 該当事項はありません。 

  

完成工事高及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、長期大型工事（工期１年以上、かつ請負金額１億

円以上）については工事進行基準を、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したが、
第１四半期連結会計期間から「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）及び「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）が適用されたことに伴い、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第２四半期連結会計
期間末までの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（工事の進捗度
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。 
 なお、平成22年３月20日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事（工期１年以上、かつ請負金
額１億円以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用して
おります。 
 これにより、従来の方法によった場合に比べ当第２四半期連結累計期間に係る完成工事高は932,067
千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ57,436千円増加しておりま
す。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月20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20日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,082,666 3,850,617

受取手形・完成工事未収入金 6,405,155 6,925,514

有価証券 9,993 9,979

未成工事支出金等 2,369,123 3,198,282

その他 535,481 426,887

貸倒引当金 △67,248 △63,850

流動資産合計 13,335,170 14,347,430

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,857,977 1,914,928

その他（純額） 1,613,380 1,634,995

有形固定資産合計 3,471,357 3,549,924

無形固定資産 138,710 149,578

投資その他の資産

投資有価証券 4,013,616 4,157,614

その他 1,309,405 1,193,009

貸倒引当金 △28,955 △28,955

投資その他の資産合計 5,294,067 5,321,668

固定資産合計 8,904,135 9,021,170

資産合計 22,239,305 23,368,601

負債の部

流動負債

工事未払金 3,928,471 3,836,368

未払法人税等 103,145 302,356

未成工事受入金 1,439,449 2,013,729

賞与引当金 271,841 275,768

引当金 39,925 35,642

その他 568,429 749,876

流動負債合計 6,351,262 7,213,742

固定負債

退職給付引当金 1,067,752 1,068,096

役員退職慰労引当金 217,864 207,141

その他 2,340 360

固定負債合計 1,287,957 1,275,597

負債合計 7,639,219 8,489,339
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月20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20日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,499,820 4,499,820

利益剰余金 5,926,695 6,032,197

自己株式 △328,047 △327,207

株主資本合計 15,098,469 15,204,811

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △498,382 △325,550

評価・換算差額等合計 △498,382 △325,550

純資産合計 14,600,086 14,879,261

負債純資産合計 22,239,305 23,368,601
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(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３月21日
至 平成21年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年９月20日)

完成工事高 15,129,965 14,953,912

完成工事原価 13,850,294 14,092,553

完成工事総利益 1,279,671 861,358

販売費及び一般管理費 781,077 816,282

営業利益 498,593 45,076

営業外収益

受取利息 4,857 4,565

受取配当金 39,642 45,309

受取賃貸料 12,055 10,491

助成金収入 － 46,331

その他 8,125 11,792

営業外収益合計 64,680 118,491

営業外費用

支払利息 14,701 10,827

賃貸費用 6,394 6,136

その他 2,553 2,344

営業外費用合計 23,649 19,308

経常利益 539,624 144,258

特別利益

貸倒引当金戻入額 9,443 －

固定資産売却益 － 3,432

株式割当益 － 11,549

特別利益合計 9,443 14,982

税金等調整前四半期純利益 549,068 159,241

法人税、住民税及び事業税 263,384 93,253

法人税等調整額 △9,948 16,636

法人税等合計 253,436 109,890

四半期純利益 295,632 49,350
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【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６月21日
至 平成21年９月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月21日
至 平成22年９月20日)

完成工事高 8,679,527 8,782,608

完成工事原価 7,744,434 8,132,808

完成工事総利益 935,092 649,800

販売費及び一般管理費 414,780 410,085

営業利益 520,312 239,714

営業外収益

受取利息 3,032 3,038

受取配当金 30,475 35,655

受取賃貸料 5,526 5,378

助成金収入 － 46,331

その他 4,960 7,704

営業外収益合計 43,995 98,107

営業外費用

支払利息 6,664 5,194

賃貸費用 3,097 3,070

その他 2,083 1,908

営業外費用合計 11,845 10,173

経常利益 552,462 327,649

特別利益

貸倒引当金戻入額 7,675 △2,294

特別利益合計 7,675 △2,294

特別損失

投資有価証券評価損 △14,923 △58,901

特別損失合計 △14,923 △58,901

税金等調整前四半期純利益 575,061 384,255

法人税、住民税及び事業税 249,895 81,909

法人税等調整額 △11,294 87,448

法人税等合計 238,600 169,358

四半期純利益 336,460 214,897
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(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３月21日
至 平成21年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年９月20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 549,068 159,241

減価償却費 102,152 103,445

受取利息及び受取配当金 △44,499 △49,875

支払利息 14,701 10,827

売上債権の増減額（△は増加） 2,624,989 520,358

たな卸資産の増減額（△は増加） △290,134 829,158

仕入債務の増減額（△は減少） △1,238,041 92,103

未成工事受入金の増減額（△は減少） 361,947 △574,280

その他 143,559 △322,581

小計 2,223,743 768,396

利息及び配当金の受取額 43,828 49,325

利息の支払額 △14,115 △10,832

法人税等の支払額 △40,104 △283,020

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,213,351 523,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △72,489 △8,948

投資有価証券の取得による支出 △228,105 △123,559

その他 89,556 73,016

投資活動によるキャッシュ・フロー △211,038 △59,491

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） △400,000 －

配当金の支払額 △153,604 △153,831

その他 △2,010 △839

財務活動によるキャッシュ・フロー △555,615 △154,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,446,698 309,707

現金及び現金同等物の期首残高 1,912,976 3,479,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,359,675 3,789,499
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 該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年６月21日  至  平成21年９月20日)及び当第２四半期連結会
計期間(自  平成22年６月21日  至  平成22年９月20日)並びに前第２四半期連結累計期間(自  平成21
年３月21日  至  平成21年９月20日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月21日  至  平成
22年９月20日) 
設備工事業以外に開示の対象となるセグメントはないため、記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年６月21日  至  平成21年９月20日)及び当第２四半期連結会
計期間(自  平成22年６月21日  至  平成22年９月20日)並びに前第２四半期連結累計期間(自  平成21
年３月21日  至  平成21年９月20日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月21日  至  平成
22年９月20日) 
本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年６月21日  至  平成21年９月20日)及び当第２四半期連結会
計期間(自  平成22年６月21日  至  平成22年９月20日)並びに前第２四半期連結累計期間(自  平成21
年３月21日  至  平成21年９月20日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月21日  至  平成
22年９月20日) 
海外売上高がないため、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

1 事業の種類別セグメント情報

2 所在地別セグメント情報

3 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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(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

  

  

 
(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

4. 補足情報

(1) 連結受注実績内訳

区  分

 前第２四半期連結

 累計期間

当第２四半期連結

累計期間
比 較 増 減 増減率

自 平成21年３月21日

至 平成21年９月20日

自 平成22年３月21日

至 平成22年９月20日

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 9,270,549 (49.9%) 10,028,208 (56.6%) 757,659 8.2 %

備 一般空調衛生設備 4,591,894 (24.7) 4,264,960 (24.1) △326,933 △7.1

工 小 計 13,862,443 (74.6) 14,293,168 (80.7) 430,725 3.1

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,243,836 ( 6.7) 1,420,433 ( 8.0) 176,597 14.2

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 3,471,589 (18.7) 1,996,598 (11.3) △1,474,990 △42.5

合  計 18,577,869 (100.0) 17,710,200 (100.0) △867,668 △4.7

(2) 個別受注実績内訳

区  分

   前第２四半期    

 累計期間

当第２四半期

累計期間
比 較 増 減 増減率

自 平成21年３月21日

至 平成21年９月20日

自 平成22年３月21日

至 平成22年９月20日

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 8,328,516 (47.7%) 8,748,154 (55.8%) 419,638 5.0 %

備 一般空調衛生設備 4,421,084 (25.3) 3,517,588 (22.4) △903,495 △20.4

工 小 計 12,749,600 (73.0) 12,265,742 (78.2) △483,857 △3.8

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,243,836 ( 7.1) 1,420,433 ( 9.1) 176,597 14.2

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 3,465,434 (19.9) 1,992,859 (12.7) △1,472,574 △42.5

合  計 17,458,871 (100.0) 15,679,036 (100.0) △1,779,835 △10.2
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