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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 4,737 △11.6 62 △48.7 102 △23.9 16 △76.7

21年12月期第3四半期 5,359 ― 121 ― 134 ― 69 ―

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3四半期 2.60 ―

21年12月期第3四半期 11.10 ―

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3四半期 7,972 3,616 44.9 675.54
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3四半期  3,577百万円 21年12月期  3,899百万円

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

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

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） 
（％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 6,552 △9.0 155 △27.4 181 △27.4 56 △62.5 9.09



(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き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.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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q  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3Q  1,508,117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3Q  6,174,016株 21年12月期3Q  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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や海外経済の改善などにより一部企業では持ち

直しの動きがあるものの、雇用環境は依然として厳しく、急速な円高や株価の下落が進行するなど、引き続き不透明

な状況が続いております。  

  このような状況のもと当業界を取り巻く環境は、公共投資の抑制が続き、民間設備投資は回復傾向にあるものの事

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、住宅業界につきましては、住宅ローンの減税や低金利などの効果により住宅投資が持ち直してきているもの

の投資全体では、依然として低迷傾向が続いております。 

  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47億37百万円（前年同期比11.6％減）、営業利益62百万円（前年同期比48.7％減）、経常利益1億2百万円（前年同

期比23.9％減）、四半期純利益16百万円（前年同期比76.7％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３四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４億54百万円減少し、79億72百万

円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少、長期貸付金の回収、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１億38百万円減少し、43億55百万円となりました。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３億15百万円減少し、36億16百万円となりました。これは主に、

自己株式の買取り、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３四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、１億92百万円減少し、17億30百万円となりました。 

  当第３四半期連結累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55百万円（前年同期は３億90百万円の収入）となりました。これは主に売上債権

及び仕入債務の減少、賞与引当金及びたな卸の増加、法人税等の支払いによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、得られた資金は99百万円（前年同期は１億82百万円の収入）となりました。これは主に貸付金の

回収による収入、定期預金の預入による支出によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、支出した資金は３億45百万円（前年同期は60百万円の支出）となりました。これは主に自己株式

の取得による支出、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 

 連結業績予想につきましては現時点において、平成22年８月11日に発表いたしました平成22年12月期第２四半期

決算短信に記載しております平成22年12月期の連結業績予想から変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料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ます。

今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

  

（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。  

  

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



（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。  

  

（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３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,830,011 1,922,345

受取手形及び売掛金 2,705,712 3,037,100

商品及び製品 432,396 302,376

仕掛品 19,268 14,322

原材料及び貯蔵品 338,802 282,444

繰延税金資産 82,534 46,588

その他 78,418 76,052

貸倒引当金 △13,161 △52,136

流動資産合計 5,473,984 5,629,093

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 493,751 520,529

機械装置及び運搬具（純額） 142,046 155,396

土地 1,246,441 1,246,441

その他（純額） 102,774 116,594

有形固定資産合計 1,985,014 2,038,961

無形固定資産   

その他 29,187 25,499

無形固定資産合計 29,187 25,499

投資その他の資産   

投資有価証券 116,985 121,170

長期貸付金 736,340 970,507

繰延税金資産 59,601 64,486

その他 133,084 99,086

貸倒引当金 △561,592 △521,539

投資その他の資産合計 484,419 733,711

固定資産合計 2,498,622 2,798,172

資産合計 7,972,606 8,427,266



（単位：千円）

当第３四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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,215,401 1,428,933

短期借入金 2,040,000 2,040,000

未払金 206,473 244,283

未払法人税等 58,582 10,431

賞与引当金 135,801 42,481

その他 114,216 155,673

流動負債合計 3,770,475 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 341,715 309,365

長期預り保証金 44,350 43,350

その他 58,434 62,138

固定負債合計 585,245 572,662

負債合計 4,355,720 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 549,211 578,556

自己株式 △479,051 △193,025

株主資本合計 3,573,488 3,888,860

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,744 17,463

為替換算調整勘定 △10,660 △6,739

評価・換算差額等合計 4,084 10,723

少数株主持分 39,312 33,217

純資産合計 3,616,886 3,932,801

負債純資産合計 7,972,606 8,427,266



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,359,470 4,737,725

売上原価 3,878,011 3,363,852

売上総利益 1,481,459 1,373,872

販売費及び一般管理費 1,359,845 1,311,467

営業利益 121,613 62,405

営業外収益   

受取利息 8,080 7,954

受取配当金 2,296 2,655

スクラップ売却収入 8,585 12,833

助成金収入 － 16,557

雑収入 14,276 14,694

営業外収益合計 33,240 54,694

営業外費用   

支払利息 16,500 9,040

保険解約損 － 3,132

雑損失 3,476 2,331

営業外費用合計 19,976 14,504

経常利益 134,878 102,594

特別利益   

固定資産売却益 － 125

貸倒引当金戻入額 － 517

特別利益合計 － 643

特別損失   

固定資産除却損 13,236 399

固定資産売却損 － 147

たな卸資産評価損 8,306 －

固定資産評価損 21,361 －

投資有価証券評価損 － 3,442

ゴルフ会員権評価損 － 1,120

特別損失合計 42,904 5,110

税金等調整前四半期純利益 91,973 98,128

法人税、住民税及び事業税 99,719 106,632

法人税等調整額 △99,265 △30,671

法人税等合計 454 75,961

少数株主利益 22,440 6,095

四半期純利益 69,079 16,071



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,719,001 1,702,277

売上原価 1,247,037 1,221,280

売上総利益 471,964 480,997

販売費及び一般管理費 443,470 454,212

営業利益 28,493 26,784

営業外収益   

受取利息 2,656 2,849

受取配当金 1,339 1,538

スクラップ売却収入 3,496 3,979

助成金収入 － 6,478

雑収入 4,258 1,858

営業外収益合計 11,750 16,704

営業外費用   

支払利息 4,681 3,170

雑損失 440 434

営業外費用合計 5,122 3,605

経常利益 35,122 39,883

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 42

特別利益合計 － 42

特別損失   

固定資産除却損 236 250

固定資産売却損 － 147

固定資産評価損 21,361 －

投資有価証券評価損 － 3,442

ゴルフ会員権評価損 － 250

特別損失合計 21,597 4,091

税金等調整前四半期純利益 13,525 35,834

法人税、住民税及び事業税 △16,121 15,224

法人税等調整額 △37,221 18,916

法人税等合計 △53,343 34,140

少数株主利益 44,218 1,519

四半期純利益 22,650 174



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 91,973 98,128

減価償却費 103,486 98,683

のれん償却額 18,724 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,042 1,078

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,865 32,350

賞与引当金の増減額（△は減少） 85,453 93,319

未払役員賞与の増減額（△は減少） △30,000 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △54 3,442

有形固定資産除売却損益（△は益） 13,236 421

有形固定資産評価損益（△は益） 21,361 －

受取利息及び受取配当金 △10,377 △10,609

支払利息 16,500 9,040

売上債権の増減額（△は増加） 771,232 328,843

たな卸資産の増減額（△は増加） 180,809 △192,113

仕入債務の増減額（△は減少） △556,584 △212,657

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,917 △947

その他 △110,257 △129,028

小計 600,408 119,951

利息及び配当金の受取額 8,655 10,521

利息の支払額 △16,348 △9,825

法人税等の支払額 △201,730 △76,475

法人税等の還付額 － 11,305

営業活動によるキャッシュ・フロー 390,985 55,477

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 502,500 －

無形固定資産の取得による支出 △3,691 △1,828

有形固定資産の取得による支出 △112,153 △38,195

有形固定資産の売却による収入 － 203

投資有価証券の取得による支出 △1,512 △2,398

投資有価証券の売却による収入 1,966 －

貸付けによる支出 △1,748 △1,192

貸付金の回収による収入 1,991 234,366

その他 △4,750 8,401

投資活動によるキャッシュ・フロー 182,601 99,356

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 △27,012 －

自己株式の取得による支出 － △286,026

配当金の支払額 △63,038 △45,176

その他 － △14,746

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,050 △345,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △1,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 513,524 △192,333

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 1,872,947 1,730,011



 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３四半期累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期累計期間（自 平成

22年１月１日 至 平成22年９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３四半期累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期累計期間（自 平成

22年１月１日 至 平成22年９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３四半期累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期累計期間（自 平成

22年１月１日 至 平成22年９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。 

  

  

 当社は、第３四半期連結会計期間において、平成22年９月13日開催の取締役会における自己株式の取得決議に基

づき、自己株式の取得を行いました。この自己株式の取得及び単元未満株式の買取りにより、第３四半期連結会計

期間において、自己株式が286,026千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が479,051千円とな

りました。 

  

（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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