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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）

 (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 30,162 △0.9 1,660 9.2 1,763 8.2 970 4.9

22年３月期第２四半期 30,423 △10.8 1,520 △43.1 1,630 △40.7 925 △41.8

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 74.77 ―

22年３月期第２四半期 71.30 ―

 (2) 連結財政状態

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 42,260 33,920 80.2 2,609.04

22年３月期 42,685 34,252 80.1 2,634.60

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 33,872百万円 22年3月期 34,204百万円

2. 配当の状況

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 ― 100.00 100.00

23年３月期 ― 0.00

23年３月期(予想) ― 100.00 100.00

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)

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 64,300 2.1 3,950 6.9 4,130 5.9 2,360 5.9 181.78



  

 

 
(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） 

 
  

  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、四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、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って予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項

は、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．３「(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 「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

  新規  －社 (           －)、除外  －社 (           －)

（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。

 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 12,987,000株 22年３月期 12,987,000株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 4,202株 22年３月期 4,071株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 12,982,864株 22年３月期２Ｑ 12,983,029株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第２四半期におけるわが国経済は、各種経済対策により一部の業種においては回復傾向が見られた

ものの、依然として設備投資は抑制傾向にあり、先行きの不透明な事業環境で推移いたしました。 

 このような状況下におきまして、当第２四半期の連結経営成績は、売上高30,162百万円（前年同期比

0.9％減少）、経常利益1,763百万円（前年同期比8.2％増加）、四半期純利益970百万円（前年同期比

4.9％増加）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

第１四半期連結会計期間から新たにセグメント区分を行ったため、各セグメントの対前年同期との金

額比較は記載しておりません。 

 ［設備工事］ 

電気設備・空調設備工事等の大型物件が減少したことにより売上高は15,408百万円、セグメント利益

は2,718百万円となりました。 

 ［設備メンテナンス］ 

継続取引契約は堅調に推移し、また補修・改修等についても順調に回復したため売上高は12,761百万

円、セグメント利益は650百万円となりました。 

 ［その他］ 

安全商品、空調機器等の売上が低調であったため売上高は1,993百万円、セグメント利益は168百万円

となりました。 

  

 ①資産、負債及び純資産の状況   

流動資産は、完成工事未収入金及び売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ304百万円減少し

36,874百万円、固定資産は、前連結会計年度末に比べ121百万円減少して5,385百万円となりました。こ

の結果、総資産は前連結会計年度末に比べ425百万円減少し42,260百万円となりました。 

負債は、主に工事未払金が減少したことにより前連結会計年度末に比べ92百万円減少し8,340百万円

となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ332百万円減少して33,920百万円となりました。純資産から少数

株主持分を差し引いた自己資本は33,872百万円で、自己資本比率は前連結会計年度末の80.1％から0.1

ポイント上昇し80.2％となりました。 

  

 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2,672百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは

1,060百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは1,296百万円の支出となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は7,980百万円となり、前連結会計年度末に比

べ315百万円の増加となりました。 

  

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
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当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、継続取引契約、補修・改修工事等が堅調に推移

したものの、電気設備・空調設備工事等の受注が減少した事により、当初の業績予想を下回る結果と

なりました。 

 第３四半期以降においてもこれ等の影響が残るものと予想されますので、通期連結業績を見直し、

平成22年５月10日に公表いたしました通期連結業績予想を以下の通り修正しております。 

売上高64,300百万円、営業利益3,950百万円、経常利益4,130百万円、当期純利益2,360百万円。 

  

(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 

（簡便な会計処理） 

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化がな

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。 

  

(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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。 

 これにより営業利益、経常利益がそれぞれ２百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が60百万円

減少しております。 

  

  

  

(3)連結業績予想に関する定性的情報

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：千円）

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 7,980,409 7,664,626

受取手形 755,663 1,108,615

完成工事未収入金 3,869,565 4,858,452

未収保守料 3,018,823 2,959,865

売掛金 875,367 1,453,628

未成工事支出金 148,087 34,033

商品 504,698 360,883

材料貯蔵品 140,015 168,785

短期貸付金 19,000,501 18,001,002

繰延税金資産 404,132 375,703

その他 207,444 228,590

貸倒引当金 △30,058 △35,228

流動資産合計 36,874,651 37,178,959

固定資産

有形固定資産 1,624,307 1,649,501

無形固定資産 88,779 90,416

投資その他の資産

投資有価証券 2,040,287 2,051,439

その他 1,721,090 1,860,674

貸倒引当金 △88,860 △145,357

投資その他の資産合計 3,672,517 3,766,755

固定資産合計 5,385,604 5,506,673

資産合計 42,260,256 42,685,633
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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

工事未払金 4,172,656 4,521,777

買掛金 380,336 353,678

未払法人税等 798,852 568,281

未成工事受入金 59,919 9,169

前受保守料 545,286 494,353

賞与引当金 641,633 578,528

役員賞与引当金 12,935 －

その他 896,353 1,043,887

流動負債合計 7,507,974 7,569,676

固定負債

繰延税金負債 385,416 395,936

退職給付引当金 279,504 298,876

役員退職慰労引当金 21,596 25,901

その他 145,708 142,369

固定負債合計 832,225 863,084

負債合計 8,340,199 8,432,760

純資産の部

株主資本

資本金 2,357,810 2,357,810

資本剰余金 3,224,174 3,224,174

利益剰余金 28,313,385 28,640,899

自己株式 △17,199 △16,866

株主資本合計 33,878,170 34,206,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,508 △1,251

評価・換算差額等合計 △5,508 △1,251

少数株主持分 47,394 48,107

純資産合計 33,920,056 34,252,873

負債純資産合計 42,260,256 42,685,633
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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 30,423,015 30,162,823

売上原価 24,908,069 24,460,824

売上総利益 5,514,945 5,701,999

販売費及び一般管理費 3,994,740 4,041,484

営業利益 1,520,204 1,660,514

営業外収益

受取利息 91,418 74,030

受取配当金 229 475

その他 19,291 33,993

営業外収益合計 110,939 108,499

営業外費用

固定資産除却損 99 2,065

投資有価証券評価損 － 2,979

その他 216 －

営業外費用合計 315 5,045

経常利益 1,630,828 1,763,968

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 57,860

特別損失合計 － 57,860

税金等調整前四半期純利益 1,630,828 1,706,108

法人税、住民税及び事業税 722,941 773,412

法人税等調整額 △17,930 △37,370

法人税等合計 705,010 736,041

少数株主損益調整前四半期純利益 － 970,066

少数株主利益又は少数株主損失（△） 132 △712

四半期純利益 925,686 970,779
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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利益 1,630,828 1,706,108

減価償却費 64,968 61,967

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 57,860

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,950 △61,667

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,258 63,105

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,070 12,935

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,857 △19,372

前払年金費用の増減額（△は増加） 9,958 △9,648

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,742 △4,305

受取利息及び受取配当金 △91,647 △74,506

固定資産除却損 99 2,065

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,979

売上債権の増減額（△は増加） 2,887,826 1,861,141

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,186 △229,099

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,640 10,199

その他の固定資産の増減額（△は増加） △32,600 91,345

仕入債務の増減額（△は減少） △1,003,488 △322,462

その他の流動負債の増減額（△は減少） △328,198 △34,166

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,579 3,339

小計 3,162,018 3,117,820

利息及び配当金の受取額 93,088 74,691

法人税等の支払額 △769,878 △519,737

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,485,228 2,672,775

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 △28,276 △38,771

無形固定資産の取得による支出 △10,168 △24,390

投資有価証券の償還による収入 － 2,772

貸付けによる支出 △1,000,000 △1,000,000

貸付金の回収による収入 1,102 501

その他 △131 △335

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,037,474 △1,060,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,297,312 △1,296,435

自己株式の取得による支出 － △333

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,297,312 △1,296,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150,441 315,782

現金及び現金同等物の期首残高 8,328,832 7,664,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,479,274 7,980,409
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  該当事項はありません。 

  

１. 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。 

当社グループは、当社本社に事業分野別の部門を置き、部門を中心として事業活動を展開しており

ます。したがって、当社グループは、部門を基礎とした事業セグメントから構成されており、「設備

工事」、「設備メンテナンス」の２つを報告セグメントとしております。 

「設備工事」は、セキュリティシステム、消防用設備、空調設備等の建物設備の設置工事であり、

「設備メンテナンス」は、建物・設備全般の保守点検、維持管理及び補修・改修等保全に係るサービ

スの提供であります。 

  

２. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

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) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれないものであり、安全商品販売や空調機器販売等を含んでおり

ます。 

２ セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,877,510千円等であります。 

全社費用は、各セグメント共通の一般管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   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

(単位：千円)

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額

（注）３
設備工事

設備 

メンテナンス
計

売上高

  外部顧客への売上高 15,408,115 12,761,021 28,169,136 1,993,686 30,162,823 ― 30,162,823

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 50,986 50,986 57,548 108,534 △108,534 ―

計 15,408,115 12,812,007 28,220,123 2,051,234 30,271,357 △108,534 30,162,823

セグメント利益 2,718,162 650,908 3,369,071 168,889 3,537,960 △1,877,446 1,660,514
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