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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4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 23,284 △6.9 102 △60.2 161 △58.5 △24 ―
22年3月期第2四半期 24,999 △10.6 258 △50.3 387 △31.1 167 △53.4

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 △1.77 ―
22年3月期第2四半期 12.30 ―

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 36,382 11,814 32.3 864.40
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2四半期  11,734百万円 22年3月期  12,217百万円

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 ― 13.00 13.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 13.00 13.00

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） 
（％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  有   

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 53,000 △1.3 850 △27.7 1,000 △30.8 450 △24.5 33.15



(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 

（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。 

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 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 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2Q  412,108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2Q 13,611,606株 22年3月期2Q  13,627,291株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、急激な円高による輸出の鈍化や株価の低迷・長引くデフレ・

厳しい雇用情勢を背景とした個人消費の低迷など、先行き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は、民間設備投資の減少幅は落ち着いてきたものの、公共工事の発注は依然として低調に

推移しており、全体として厳しい事業環境が続きました。 

 このような状況下におきまして、１社増となりました当社グループにおける当第２四半期連結会計期間の売上高

は13,512百万円(前年同期比10.8％減少)となりました。利益面につきましては、営業利益が745百万円(前年同期

比0.0％減少)、経常利益が827百万円(前年同期比7.4％増加)となりました。また、四半期純利益は461百万円(前

年同期比12.0％増加)となりました。なお、当社グループの業態として売上高が第４四半期に集中する傾向がある

ため、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

が、売上が第４四半期に集中する傾向がありますことから、売上高は10,414百万円(前年同期比5.3％減少)、売上

総利益は2,010百万円(前年同期比12.3％増加)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。当第２四半期連結会計期間では前年に比して大型工事の完工がないため売上高は2,943百万円

(前年同期比26.8％減少)となり、売上総利益は840百万円(前年同期比14.5％減少)となりました。 

  

 なお、平成23年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成23年３月期第１四半

期決算短信（平成22年７月30日開示）をご参照ください。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況） 

 当第２四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3,490百万円減少し、36,382百万円となり

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、受取手形及び売

掛金等が3,530百万円減少したこと、および、投資資産の時価下落等に伴う有価証券・投資有価証券の減少344百万

円が主な要因です。 

（負債の状況） 

 当第２四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3,010百万円減少し、24,568百万円とな

りました。これは買掛金等の支払いによる純減額2,449百万円と、有利子負債の返済による純減額312百万円が主な

要因です。 

（純資産の状況） 

 当第２四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480百万円減少し、11,814百万円とな

りました。これは四半期純損失24百万円、配当金の支払177百万円、および、有価証券・投資有価証券の時価下落

に伴い、その他有価証券評価差額金が265百万円の減少となったことが主な要因です。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は32.3％となり、前連結会計年度末に比べ1.6％増加し

ました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 国内経済につきましては、急激な円高の進行や株式市場の低迷などもあり、予想以上に先行きの不安が拭えない

情勢が続いています。そのため、上期での工場等の建設設備投資の延期回復が想定以上に難しい状況にあることか

ら、売上高・利益共に平成22年５月14日発表時の平成23年３月期通期業績予想の修正を行うものです。   

 平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

   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 

 前回発表予想(A) 

（平成22年５月14日公表） 

百万円 

57,000

百万円 

1,000

百万円 

1,050

百万円 

 550

円  銭

40.36

 今回修正予想(B)  53,000 850 1,000  450 33.15

 増減額（B－A)  △4,000 △150 △50  △100 －

 増減率（％）  △7.0 △15.0 △4.8  △18.2 －

 （参考）前期実績 

 （平成22年３月期）  
53,704 1,175 1,444  596 43.74
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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２四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の著しい変化、かつ、

一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるので、前連結会計年度末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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ３百万円、税金等調整前四

半期純利益は63百万円減少しております。 

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２四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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,605 6,243

受取手形及び売掛金 12,305 15,836

有価証券 377 52

たな卸資産 1,817 1,218

繰延税金資産 390 401

未収入金 3,468 4,083

その他 101 97

貸倒引当金 △6 △8

流動資産合計 25,060 27,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,991 2,981

土地 3,581 3,581

その他 472 421

減価償却累計額 △1,851 △1,781

有形固定資産合計 5,194 5,204

無形固定資産   

のれん 276 316

その他 129 125

無形固定資産合計 405 442

投資その他の資産   

投資有価証券 2,591 3,262

繰延税金資産 581 449

その他 2,644 2,686

貸倒引当金 △96 △94

投資その他の資産合計 5,721 6,303

固定資産合計 11,321 11,949

資産合計 36,382 39,873
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,814 12,263

短期借入金 3,543 3,541

1年内償還予定の社債 1,800 710

未払法人税等 61 417

未成工事受入金 377 156

賞与引当金 540 633

役員賞与引当金 17 22

その他 909 898

流動負債合計 17,063 18,643

固定負債   

社債 2,129 3,599

長期借入金 3,538 3,473

退職給付引当金 1,227 1,166

役員退職慰労引当金 417 454

その他 190 240

固定負債合計 7,504 8,935

負債合計 24,568 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 8,293 8,495

自己株式 △149 △133

株主資本合計 11,830 12,048

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △96 169

評価・換算差額等合計 △96 169

少数株主持分 79 77

純資産合計 11,814 12,294

負債純資産合計 36,382 39,873
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 24,999 23,284

売上原価 20,384 18,542

売上総利益 4,615 4,741

販売費及び一般管理費 4,356 4,638

営業利益 258 102

営業外収益   

受取利息 21 13

受取配当金 23 27

仕入割引 143 129

デリバティブ評価益 79 －

雑収入 48 69

営業外収益合計 316 241

営業外費用   

支払利息 118 95

手形売却損 17 15

デリバティブ評価損 － 37

雑損失 51 34

営業外費用合計 187 183

経常利益 387 161

特別利益   

投資有価証券売却益 － 12

特別利益合計 － 12

特別損失   

固定資産除却損 3 6

減損損失 － 32

関係会社株式評価損 20 －

関係会社整理損 5 －

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 29 100

税金等調整前四半期純利益 358 73

法人税、住民税及び事業税 232 57

法人税等調整額 △44 37

法人税等合計 188 94

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △20

少数株主利益 2 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 167 △24
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 15,155 13,512

売上原価 12,283 10,568

売上総利益 2,871 2,943

販売費及び一般管理費 2,125 2,198

営業利益 745 745

営業外収益   

受取利息 15 8

受取配当金 3 4

仕入割引 69 70

デリバティブ評価益 8 28

雑収入 25 39

営業外収益合計 123 151

営業外費用   

支払利息 55 46

手形売却損 9 7

雑損失 34 15

営業外費用合計 98 69

経常利益 770 827

特別利益   

投資有価証券売却益 － 12

特別利益合計 － 12

特別損失   

固定資産除却損 1 6

減損損失 － 32

関係会社株式評価損 0 －

関係会社整理損 5 －

特別損失合計 7 39

税金等調整前四半期純利益 762 800

法人税、住民税及び事業税 220 45

法人税等調整額 128 291

法人税等合計 349 337

少数株主損益調整前四半期純利益 － 462

少数株主利益 1 1

四半期純利益 411 461
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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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