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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 10,610 12.7 △1,016 ― △997 ― △602 ―

22年3月期第3四半期 9,414 △10.0 △727 ― △711 ― △461 ―

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3四半期 △73.53 ―

22年3月期第3四半期 △56.36 ―

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3四半期 20,027 10,995 54.9 1,341.57
22年3月期 19,490 11,910 61.1 1,453.19

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  10,995百万円 22年3月期  11,910百万円

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 ― 5.00 ― 29.00 34.00
23年3月期 ― 5.00 ―

23年3月期 
（予想）

25.00 30.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 22,000 2.3 1,400 △14.5 1,450 △13.0 820 △12.3 100.05



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、３ページ「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3Q  8,197,500株 22年3月期  8,197,500株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,291株 22年3月期  1,111株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  8,196,279株 22年3月期3Q 8,196,389株

※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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続き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 
 平成23年3月期の業績予想は、「平成22年3月期 決算短信（非連結）」（平成22年5月12日付）において公表した金額より変更しておりません。上記の予想
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って予想数値と異なる場合がありま
す。なお、当社は通常の事業の形態として、売上高及び利益の計上が第４四半期に集中いたしますので、第１四半期から第３四半期までの各四半期の業
績は、営業損失、経常損失及び四半期純損失となることが常態であります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

①当期の経営成績 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や設備投資など一部の経済指標において改善の動きが

見られたものの、デフレの影響や雇用情勢の厳しさなどもあり、「足踏み状態」と言われる状況で推移しまし

た。 

建設業界におきましては、民間需要では持ち直しの動きも見られたものの、公共需要は減少傾向が続き、総じ

て厳しい状況で推移しました。 

このような状況下にあって当社は、空調計装関連事業の新設工事においては「営業力強化と安定的な受注量確

保」、空調計装関連事業の既設工事においては「低炭素社会のニーズに応える事業展開」、産業計装関連事業に

おいては「システムエンジニアリング力と品質管理の向上」を対処すべき課題として掲げ、事業展開してまいり

ました。 

しかしながら、受注高につきましては、空調計装関連事業、産業計装関連事業とも減少し、15,711百万円（前

年同期比5.5%減）となりました。一方、売上高につきましては、空調計装関連事業の新設工事が増加したことを

主因に、10,610百万円（同12.7%増）となりました。 

損益面につきましては、空調計装関連事業の新設工事における採算性低下を主因に、営業損失が1,016百万円

（前年同期は727百万円の損失）、経常損失が997百万円（前年同期は711百万円の損失）、四半期純損失は602百

万円（前年同期は461百万円の損失）とそれぞれ損失額が増加いたしました。 

なお、当社は通常の事業の形態として、売上高及び利益の計上が第４四半期に集中いたしますので、第１四半

期から第３四半期までの各四半期の業績は、営業損失、経常損失及び四半期純損失となることが常態でありま

す。 

②事業別動向 

〔空調計装関連事業〕 

空調計装関連事業につきましては、受注工事高は、既設工事における省エネルギー化提案ビジネスは好調に推

移したものの、新設工事において減少し、14,107百万円（前年同期比3.6%減）となりました。内訳は、新設工事

が4,057百万円（同31.5%減）、既設工事が10,049百万円（同15.3%増）でした。 

完成工事高は、新設工事が増加したことを主因に9,167百万円（同20.3%増）となりました。内訳は、新設工事

が4,292百万円（同48.6%増）、既設工事が4,874百万円（同3.0%増）でした。 

制御機器類販売の受注高及び売上高は、276百万円（同11.5%増）となりました。 

総じて、空調計装関連事業の受注高は14,384百万円（同3.3%減）、売上高は9,444百万円（同20.0%増）となり

ました。  

〔産業計装関連事業〕 

主に工場や各種搬送ライン向けに、空調以外の計装工事及び各種自動制御工事を行う産業計装関連事業につき

ましては、受注工事高は、搬送工事の減少等により、1,112百万円（前年同期比27.7%減）となりました。 

完成工事高においても、VOCソリューション事業の減少等により、952百万円（同29.4%減）となりました。 

制御機器類販売の受注高及び売上高は、214百万円（同8.8%増）となりました。 

総じて、産業計装関連事業の受注高は1,326百万円（同23.6%減）、売上高は1,166百万円（同24.6%減）となり

ました。 

  

  

（２）業績予想に関する定性的情報 

今後の国内経済の見通しにつきましては、景気が足踏み状態となっていることに加えて、海外経済減速等のリ

スクの存在により、先行きは不透明な状況が続いております。 

建設業界におきましても、引き続き厳しい市場環境が予測されますが、計装工事業界においては、企業収益の

回復に伴い、小型の補修・改修工事や、環境規制強化等に後押しされる省エネルギー化提案等、景気悪化時に見

送られていた設備投資が徐々に回復するものと思われます。 

これらにより、当社においても、期末に向けて、空調計装関連事業の既設工事を中心に、短工期物件の完成計

上が堅調に推移すると想定しております。 

こうした要因に加え、一層の経費低減に努めることにより、通期業績は、売上高、利益ともに平成22年３月期

決算短信（非連結）にて発表した業績予想のとおりに推移していくものと予想しております。従いまして、平成

23年３月期の通期の業績予想につきましては、修正せず据え置いております。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、

前事業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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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）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。 

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
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,727,610 2,655,441

受取手形・完成工事未収入金等 3,485,558 6,989,150

有価証券 2,358,905 2,330,736

未成工事支出金 6,626,191 3,425,492

商品 28,079 14,294

材料貯蔵品 10,319 6,876

その他 1,021,033 518,321

貸倒引当金 △15,255 △20,481

流動資産合計 16,242,442 15,919,832

固定資産   

有形固定資産 943,312 906,414

無形固定資産 285,411 276,093

投資その他の資産 2,556,810 2,387,978

固定資産合計 3,785,533 3,570,486

資産合計 20,027,976 19,490,319

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,122,694 3,664,099

未払費用 663,919 926,425

未払法人税等 3,618 523,366

未成工事受入金 3,247,250 1,405,454

完成工事補償引当金 25,004 14,999

工事損失引当金 142,953 83,073

その他 178,843 383,069

流動負債合計 8,384,285 7,000,489

固定負債   

退職給付引当金 415,459 385,312

役員退職慰労引当金 232,403 193,618

固定負債合計 647,862 578,930

負債合計 9,032,148 7,579,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 470,494 470,494

資本剰余金 316,244 316,244

利益剰余金 10,250,925 11,132,301

自己株式 △875 △765

株主資本合計 11,036,788 11,918,275

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,960 △7,376

評価・換算差額等合計 △40,960 △7,376

純資産合計 10,995,828 11,910,899

負債純資産合計 20,027,976 19,490,319
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

完成工事高 8,969,304 10,119,627

商品売上高 445,467 491,327

売上高合計 9,414,771 10,610,955

売上原価   

完成工事原価 6,412,474 7,947,999

商品売上原価 315,188 350,503

売上原価合計 6,727,663 8,298,503

売上総利益 2,687,108 2,312,452

販売費及び一般管理費 3,414,377 3,328,943

営業損失（△） △727,269 △1,016,491

営業外収益   

受取利息 16,143 13,101

受取配当金 13,308 13,885

その他 14,349 15,726

営業外収益合計 43,801 42,713

営業外費用   

デリバティブ評価損 25,549 20,079

売上割引 173 151

コミットメントフィー 753 753

その他 1,653 2,435

営業外費用合計 28,130 23,419

経常損失（△） △711,598 △997,197

特別利益   

固定資産売却益 116 －

貸倒引当金戻入額 2,636 20,192

特別利益合計 2,753 20,192

特別損失   

固定資産除却損 3,007 3,407

賃貸借契約解約損 5,748 －

特別損失合計 8,755 3,407

税引前四半期純損失（△） △717,600 △980,412

法人税、住民税及び事業税 12,000 6,100

法人税等調整額 △267,627 △383,813

法人税等合計 △255,627 △377,713

四半期純損失（△） △461,972 △602,699
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △717,600 △980,412

減価償却費 177,680 142,138

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

99,042 68,931

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,858 △18,442

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,579 10,004

工事損失引当金の増減額（△は減少） △6,674 59,879

受取利息及び受取配当金 △29,452 △26,987

デリバティブ評価損益（△は益） 25,549 20,079

売上債権の増減額（△は増加） 5,687,808 3,501,768

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △4,427,876 △3,220,049

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,587 △17,226

仕入債務の増減額（△は減少） △882,420 436,883

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,000,861 1,841,763

未払消費税等の増減額（△は減少） △385,904 △400,213

その他 △712,932 △185,745

小計 1,813,057 1,232,371

利息及び配当金の受取額 38,216 29,224

法人税等の支払額 △982,742 △507,424

営業活動によるキャッシュ・フロー 868,532 754,171

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 90,000 280,000

有形固定資産の取得による支出 △55,527 △61,743

無形固定資産の取得による支出 △74,385 △111,570

投資有価証券の取得による支出 △209,811 △210,715

投資有価証券の償還による収入 51,475 1,575

定期預金の払戻による収入 100,000 －

出資金の払込による支出 △20,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △16,928 △4,095

敷金及び保証金の回収による収入 3,613 4,270

その他 △9,310 396

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,874 △101,882

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △1,921 △1,440

自己株式の取得による支出 － △110

配当金の支払額 △409,074 △278,597

財務活動によるキャッシュ・フロー △410,995 △280,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 316,661 372,139

現金及び現金同等物の期首残高 4,258,535 4,655,036

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,575,197 5,027,176
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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
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