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1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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３四半期 46,075 △0.2 2,693 7.0 3,066 14.5 1,819 19.0

22年３月期第３四半期 46,183 △8.5 2,517 △34.9 2,678 △32.7 1,528 △33.5

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 140.14 ―
22年３月期第３四半期 117.72 ―

 (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３四半期 41,715 34,768 83.2 2,674.41
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３四半期 34,721百万円 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．２「(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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 12,982,842株 22年３月期３Ｑ 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３四半期におけるわが国経済は、一部業種において企業収益、設備投資等が回復傾向にあるもの

の、デフレの懸念等により、依然として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３四半期の連結経営成績は、売上高46,075百万円（前年同期比

0.2％減少）、経常利益3,066百万円（前年同期比14.5％増加）、四半期純利益1,819百万円（前年同期

比19.0％増加）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

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・空調工事等の大型物件が減少したことにより、売上高は23,533百万円、セグメント利益は

4,235百万円となりました。 

 [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・改修についても順調に回復したため売上高は19,564百万

円、セグメント利益は1,073百万円となりました。 

 [その他] 

安全商品、空調機器販売等の売上高は2,977百万円、セグメント利益は251百万円となりました。 

  

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現金預金の減少等により前連結会計年度末に比べ1,348百万円減少

し35,830百万円、固定資産は、前連結会計年度末に比べ378百万円増加して5,885百万円となりました。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ969百万円減少し41,715百万円となりました。 

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1,485百万円減少し6,947百万

円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ515百万円増加して34,768百万円となりました。純資産から少数株

主持分を差し引いた自己資本は34,721百万円で、自己資本比率は前連結会計年度末の80.1％から3.1ポ

イント上昇し83.2％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1,510百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは

1,362百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは1,297百万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３四半期末残高は6,514百万円となり、前連結会計年度末に比

べ1,150百万円の減少となりました。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月８日に公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。 

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。 

  

（簡便な会計処理） 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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。 

  

（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４百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が62百万円

減少しております。 

  

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 6,514,610 7,664,626

受取手形 1,223,765 1,108,615

完成工事未収入金 3,647,379 4,858,452

未収保守料 3,217,186 2,959,865

売掛金 902,946 1,453,628

未成工事支出金 133,776 34,033

商品 709,650 360,883

材料貯蔵品 155,655 168,785

短期貸付金 19,000,250 18,001,002

繰延税金資産 134,385 375,703

その他 228,321 228,590

貸倒引当金 △37,413 △35,228

流動資産合計 35,830,514 37,178,959

固定資産

有形固定資産 1,619,712 1,649,501

無形固定資産 81,703 90,416

投資その他の資産

投資有価証券 2,549,030 2,051,439

その他 1,718,483 1,860,674

貸倒引当金 △83,649 △145,357

投資その他の資産合計 4,183,864 3,766,755

固定資産合計 5,885,280 5,506,673

資産合計 41,715,794 42,685,633
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,733,066 4,521,777

買掛金 366,461 353,678

未払法人税等 175,731 568,281

未成工事受入金 50,745 9,169

前受保守料 535,281 494,353

賞与引当金 143,453 578,528

役員賞与引当金 14,347 －

その他 1,093,387 1,043,887

流動負債合計 6,112,475 7,569,676

固定負債

繰延税金負債 388,174 395,936

退職給付引当金 278,911 298,876

役員退職慰労引当金 21,596 25,901

その他 145,948 142,369

固定負債合計 834,630 863,084

負債合計 6,947,105 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 29,161,979 28,640,899

自己株式 △17,199 △16,866

株主資本合計 34,726,763 34,206,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,470 △1,251

評価・換算差額等合計 △5,470 △1,251

少数株主持分 47,395 48,107

純資産合計 34,768,688 34,252,873

負債純資産合計 41,715,794 42,685,633
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(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４月１日
至 平成21年12月31日)

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

売上高 46,183,388 46,075,631

売上原価 37,643,527 37,254,497

売上総利益 8,539,861 8,821,134

販売費及び一般管理費 6,022,093 6,127,405

営業利益 2,517,768 2,693,729

営業外収益

受取利息 136,100 111,469

受取配当金 425 643

持分法による投資利益 － 234,179

その他 25,082 31,415

営業外収益合計 161,608 377,708

営業外費用

固定資産除却損 933 2,100

投資有価証券評価損 － 2,979

その他 216 －

営業外費用合計 1,149 5,079

経常利益 2,678,227 3,066,358

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 2,678,227 3,008,497

法人税、住民税及び事業税 867,656 954,709

法人税等調整額 282,501 235,126

法人税等合計 1,150,158 1,189,836

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,818,661

少数株主損失（△） △241 △711

四半期純利益 1,528,310 1,819,372
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 2,678,227 3,008,497

減価償却費 96,790 93,111

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 57,860

持分法による投資損益（△は益） － △234,179

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,861 △59,522

賞与引当金の増減額（△は減少） △448,808 △435,074

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 15,885 14,347

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,644 △19,965

前払年金費用の増減額（△は増加） 13,568 △15,506

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,376 △4,305

受取利息及び受取配当金 △136,525 △112,113

固定資産除却損 933 2,100

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） 1,603,715 1,389,283

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,351 △435,379

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,683 △5,266

その他の固定資産の増減額（△は増加） △20,285 99,800

仕入債務の増減額（△は減少） △962,440 △775,927

その他の流動負債の増減額（△は減少） △49,866 137,286

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,760 3,579

小計 2,556,239 2,711,604

利息及び配当金の受取額 131,692 106,889

法人税等の支払額 △1,866,911 △1,308,314

営業活動によるキャッシュ・フロー 821,020 1,510,178

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 △46,376 △62,044

無形固定資産の取得による支出 △19,385 △29,002

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 1,237 751

関係会社株式の取得による支出 － △274,182

その他 △415 △635

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,064,940 △1,362,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,298,188 △1,297,521

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 △1,298,188 △1,297,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,542,108 △1,150,016

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 6,786,724 6,514,610
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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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、安全商品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△2,866,035千円等であります。 

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 23,533,318 19,564,716 43,098,034 2,977,597 46,075,631 ― 46,075,631

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 63,179 63,179 80,855 144,034 △144,034 ―

計 23,533,318 19,627,895 43,161,213 3,058,452 46,219,666 △144,034 46,075,631

セグメント利益 4,235,321 1,073,256 5,308,578 251,191 5,559,769 △2,866,040 2,693,729
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