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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 29,242 △11.6 △1,293 ― △1,204 ― △623 ―
22年3月期第2四半期 33,061 △10.0 △795 ― △661 ― △587 ―

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 △24.71 ―
22年3月期第2四半期 △23.27 ―

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 54,940 26,011 47.3 1,030.16
22年3月期 65,089 27,427 42.1 1,086.21

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  26,011百万円 22年3月期  27,427百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
23年3月期 ― 7.50
23年3月期 

（予想）
― 7.50 15.00

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  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 85,000 4.4 2,000 20.4 2,000 4.5 1,000 22.7 39.60



(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予想は、本資料の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、実際の業績は今後様々な要因により
予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】P.2「1.(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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。）

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 25,282,225株 22年3月期  25,282,225株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  31,883株 22年3月期  31,135株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 25,250,753株 22年3月期2Q 25,255,047株
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当第２四半期連結累計期間における国内経済は、海外経済の改善や各種の政策効果等を背景に、自律的

回復へ向けた動きも見られるものの、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動等により、景気を
下押しするリスクが強まっております。  
 建設業界におきましても、企業収益の改善により、民間設備投資は持ち直しているものの、公共投資は
総じて低調に推移しており、依然として厳しい事業環境にあります。 
  
こうした環境の中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、完成工事高

292億4千2百万円（前年同四半期比11.6％減）、営業損失12億9千3百万円（前年同期 営業損失7億9千5百
万円）、経常損失12億4百万円（前年同期 経常損失6億6千1百万円）、四半期純損失6億2千3百万円（前
年同期 四半期純損失5億8千7百万円）となりました。また、受注高につきましては、341億6千万円（前
年同四半期比5.5％減）となりました。 
  
当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、工事の完成時期が期末に集中する傾向が強く、一

方で、販管費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、利益は期末に偏るという季節的
変動があります。 
  

  

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、549億4千万円となり、前連結会計年度末に比べ101億4
千8百万円減少しております。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金の減少123億9百万円でありま
す。 
 負債は、289億2千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ87億3千2百万円減少しております。主な要
因は、支払手形・工事未払金の減少59億5千2百万円と、短期借入金の減少15億2千9百万円であります。 
 純資産は、260億1千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億1千6百万円減少しております。主な
要因は、利益剰余金の減少8億1千3百万円と、その他有価証券評価差額金の減少5億7千3百万円でありま
す。 

  

  

  

当社グループの通期の業績予想につきましては、平成22年５月13日に公表いたしました業績予想に変更
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

(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。 

  

  

  

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化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。 

  

  

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 
 第１四半期会計期間より、「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）および「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。なお、これによる損益への影響はありません。 

  

  

  

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：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   

現金預金 3,269 2,992

受取手形・完成工事未収入金 25,802 38,111

有価証券 506 －

未成工事支出金 1,762 635

その他のたな卸資産 15 13

繰延税金資産 1,768 1,350

その他 1,996 1,898

貸倒引当金 △135 △297

流動資産合計 34,984 44,705

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,546 2,489

その他（純額） 955 1,042

有形固定資産合計 3,501 3,532

無形固定資産 425 432

投資その他の資産   

投資有価証券 12,340 13,209

繰延税金資産 691 338

その他 4,292 4,016

貸倒引当金 △1,295 △1,145

投資その他の資産合計 16,029 16,418

固定資産合計 19,956 20,383

資産合計 54,940 65,089

－ 4 －

新日本空調㈱(1952)平成23年３月期　第２四半期決算短信



（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・工事未払金 18,369 24,322

短期借入金 4,602 6,132

未払法人税等 59 417

未成工事受入金 1,276 1,137

工事損失引当金 707 681

引当金 95 133

その他 1,646 2,369

流動負債合計 26,758 35,195

固定負債   

長期借入金 450 600

退職給付引当金 1,301 1,397

その他 419 469

固定負債合計 2,170 2,466

負債合計 28,928 37,661

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 6,887 6,887

利益剰余金 13,349 14,163

自己株式 △21 △20

株主資本合計 25,375 26,189

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 723 1,297

為替換算調整勘定 △87 △58

評価・換算差額等合計 636 1,238

純資産合計 26,011 27,427

負債純資産合計 54,940 65,089
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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) 

完成工事高 33,061 29,242

完成工事原価 30,653 27,419

完成工事総利益 2,407 1,822

販売費及び一般管理費 3,202 3,116

営業損失（△） △795 △1,293

営業外収益   

受取利息 47 24

受取配当金 74 87

為替差益 12 －

その他 28 77

営業外収益合計 162 189

営業外費用   

支払利息 26 12

為替差損 － 84

その他 2 4

営業外費用合計 29 100

経常損失（△） △661 △1,204

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 11

投資有価証券割当益 － 108

その他 0 4

特別利益合計 0 124

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 1 1

投資有価証券評価損 271 －

減損損失 － 5

その他 3 －

特別損失合計 277 7

税金等調整前四半期純損失（△） △939 △1,087

法人税、住民税及び事業税 46 30

法人税等調整額 △398 △493

法人税等合計 △351 △463

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △623

四半期純損失（△） △587 △623
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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) 

完成工事高 18,272 17,621

完成工事原価 16,555 15,894

完成工事総利益 1,716 1,727

販売費及び一般管理費 1,629 1,601

営業利益 87 126

営業外収益   

受取利息 32 8

受取配当金 0 0

その他 19 18

営業外収益合計 51 28

営業外費用   

支払利息 12 5

為替差損 47 42

その他 1 2

営業外費用合計 61 49

経常利益 77 105

特別利益   

前期損益修正益 － 4

その他 0 －

特別利益合計 0 4

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 271 －

その他 3 －

特別損失合計 275 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△197 107

法人税、住民税及び事業税 28 17

法人税等調整額 △66 95

法人税等合計 △38 112

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △4

四半期純損失（△） △159 △4
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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損失（△） △939 △1,087

減価償却費 194 193

減損損失 － 5

固定資産売却損益（△は益） 0 0

固定資産除却損 1 1

投資有価証券割当益 － △108

投資有価証券評価損益（△は益） 271 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △79 △95

工事損失引当金の増減額（△は減少） 118 25

受取利息及び受取配当金 △121 △111

支払利息 26 12

為替差損益（△は益） △108 △30

売上債権の増減額（△は増加） 11,174 12,002

たな卸資産の増減額（△は増加） △447 △1,128

仕入債務の増減額（△は減少） △9,499 △5,946

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,456 139

未払消費税等の増減額（△は減少） △387 △28

未収消費税等の増減額（△は増加） － 249

その他 △983 △1,114

小計 706 2,968

利息及び配当金の受取額 108 116

利息の支払額 △25 △11

法人税等の支払額 423 △355

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,213 2,718

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 △100 △50

有価証券の取得による支出 △500 △508

有価証券の売却による収入 － 500

有形固定資産の取得による支出 △117 △125

無形固定資産の取得による支出 △18 △69

固定資産の売却による収入 11 0

投資有価証券の取得による支出 △598 △402

投資有価証券の売却による収入 － 30

その他 △41 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,365 △612

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） 675 △1,488

長期借入金の返済による支出 △150 △150

リース債務の返済による支出 △20 △25

自己株式の取得による支出 0 0

配当金の支払額 △189 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー 315 △1,853

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 182 226

現金及び現金同等物の期首残高 3,976 2,851

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,158 3,078
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  該当事項はありません。 

  

  

  

  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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

4. 補足情報

  平成23年３月期第２四半期受注の概況

区分

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) 増減 

（百万円）
増減率

金額 
（百万円）

構成比
金額

（百万円）
構成比

一般空調工事 32,976 91.2 % 29,233 85.6 % △3,742 △11.3 %

（うち海外） (2,430) (6.7) (1,045) (3.1) (△1,384) (△57.0)

原子力施設空調工事 3,162 8.8 4,926 14.4 1,764 55.8 

合計 36,139 100.0 34,160 100.0 △1,978 △5.5 
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