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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） 

 

(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3四半期 132,258 9.2 △403 ― 213 ― △134 ―

22年3月期第3四半期 121,113 2.4 △1,311 ― △702 ― △601 ―

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 △1.74 ―

22年3月期第3四半期 △7.46 ―

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 159,067 79,269 49.7 1,019.82
22年3月期 188,151 82,713 43.9 1,064.33

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  79,111百万円 22年3月期  82,565百万円

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00
23年3月期 ― 12.50 ―

23年3月期 
（予想）

12.50 25.00

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  
（参考） 予想受注高（通期）212,000百万円 

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 222,000 6.1 6,000 4.3 6,700 4.1 3,700 △14.8 47.70



(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す。なお、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を終了しております。 

※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の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
四半期決算短信（添付資料）３ページ「（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】４ページ「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 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 85,765,768株 22年3月期  85,765,768株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  8,191,347株 22年3月期  8,190,096株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 77,575,269株 22年3月期3Q  80,584,445株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資は持ち直しているものの、雇用・所得
環境に大きな改善は見られず、また、円高などの影響もあり、国内景気は依然として厳しい状況のま
ま推移いたしました。 
 このような状況のもとで、当社及びグループ各社は採算性重視の受注活動及びコストダウンに取り
組んでまいりました結果、当第３四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 
なお、日本フローダ㈱(連結子会社)の事業は、従来、「設備工事事業」に区分しておりましたが、

事業の内容を見直したことにより、第１四半期連結累計期間から「設備機器の製造・販売事業」に変
更しております。また、前年同四半期比については、前第３四半期連結累計期間分を変更後の区分に
組み替えて表示しております。詳細につきましては、11ページ「④セグメント情報」及び13ページ
「受注及び販売の状況(連結)」をご参照ください。 

受注高は、前年同四半期連結累計期間（以下「前年同四半期」といいます。）を1.7％下回る1,381
億36百万円となりました。 
 一般空調設備は前年同四半期を3.6％下回る934億47百万円、産業空調設備は前年同四半期を2.4％
上回る397億91百万円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を1.9％下回る1,332億39百万円と
なりました。設備機器の製造・販売事業は、前年同四半期を4.1％上回る47億75百万円となりまし
た。また、その他の事業は、前年同四半期を7.5％下回る１億21百万円となりました。その構成比
は、一般空調設備が67.6％、産業空調設備が28.8％、あわせた設備工事は96.4％、設備機器が
3.5％、その他が0.1％であります。 

売上高は、前年同四半期を9.2％上回る1,322億58百万円となりました。 
 一般空調設備は前年同四半期を15.4％上回る925億10百万円、産業空調設備は前年同四半期を3.0％
下回る347億96百万円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を9.7％上回る1,273億07百万円と
なりました。設備機器の製造・販売事業は、前年同四半期を2.1％下回る48億29百万円となりまし
た。また、その他の事業は、前年同四半期を7.5％下回る１億21百万円となりました。その構成比
は、一般空調設備が69.9％、産業空調設備が26.3％、あわせた設備工事は96.2％、設備機器が
3.7％、その他が0.1％であります。 

当第３四半期連結累計期間の損益は、営業損失は４億03百万円、経常利益は２億13百万円、四半期
純損失は１億34百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の繰越高は、前年同四半期連結会計期間末を9.2％下回る1,655億93百
万円となりました。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。（セグメントごとの業績については、セグメント
間の内部売上高等を含めて記載しております。） 

（設備工事事業） 
売上高は前年同四半期を9.7%上回る1,273億07百万円、営業損失は５億12百万円となりました。 

（設備機器の製造・販売事業） 
売上高は前年同四半期を1.8%上回る54億72百万円、営業利益は前年同四半期を71.1%下回る77百

万円となりました。 

（その他） 
売上高は前年同四半期を4.5％下回る１億60百万円、営業利益は前年同四半期を30.8%下回る46百

万円となりました。 
  

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

 当社グループの主力事業である設備工事事業（空調設備工事）は、通常の営業形態として工事の完

成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中する一方、販売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、利益は第４四半期連結会計期間に偏るなど業績に季節的変動があります。このた

め、第１四半期連結累計期間から第３四半期連結累計期間までは営業損失、経常損失及び四半期純損

失となる傾向にあります。
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形・完成工事未収入金等及び未成工事支
出金等が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べて290億83百万円減少し、1,590億67百万
円となりました。 
負債合計は、支払手形・工事未払金等及び未成工事受入金が減少したことなどにより、前連結会

計年度末に比べて256億39百万円減少し、797億98百万円となりました。 
また、純資産合計は剰余金の配当に伴い利益剰余金が減少したこと及びその他有価証券評価差額

金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて34億44百万円減少し、792億69百万円と
なりました。 

  

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」は、前連結会計年度末に比べ51億
59百万円減少し、219億31百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、43億07百万円の支出（前年同四半期比△100億83百万

円）となりました。これは主に仕入債務の減少や未成工事受入金の減少の支出が、売上債権の減
少や未成工事支出金等の減少の収入を上回ったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億92百万円の収入（前年同四半期比＋21億09百万

円）となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、22億78百万円の支出（前年同四半期比△10億27百万

円）となりました。これは主に、配当金の支払いに加え、短期借入金が純減したことによるもの
であります。 

  

今後の見通しにつきましては、海外経済の改善を背景に、国内では緩やかな景気回復が期待される
ものの、世界景気の下振れ懸念や円高等の不透明な要因も多く、国内景気の先行きは予断を許さない
状況が続くものと思われます。 
空調業界におきましては、民間設備投資は引き続き低調に推移することが予想されるほか、競争激

化により、経営環境は厳しさが増すものと思われます。 
このような情勢のもと、当社グループは受注からアフターサービスに至る一貫営業体制と省エネル

ギーに関するソリューション事業を強化するとともに、採算性重視の営業活動を推進し、安定収益の
確保に努めてまいります。 
通期の業績見通しにつきましては、連結・個別ともに、平成22年11月11日付第２四半期決算短信に

おいて発表した予想数値を変更しておりません（連結：売上高2,220億円、営業利益60億円、経常利
益67億円、当期純利益37億円、個別：売上高2,000億円、営業利益52億円、経常利益62億円、当期純
利益35億円）。また、受注高及び繰越高につきましては、連結受注高2,120億円、連結次期繰越高
1,497億円、個別受注高1,900億円、個別次期繰越高1,431億円を予定しております。 
なお、平成22年11月４日付で公表しております業務遂行の過程で生じた損害につきまして、関係者

との事後の調整に努めております。現時点においても損害の見込額等は判明していないため、損失見
積額の合理的な算定は困難であることから、通期業績に与える影響の見込額も判明しておりません。
当社は引き続き、事態の進展に努めるとともに、今後も経過の状況等に応じて適時適切に開示してま
いります。 

  

(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

② キャッシュ・フローの状況

(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。 
  

一般債権の貸倒見積高の算定については、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、前連結会計年度において算定した貸倒見積率を使用しております。 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。 

税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益
に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実
効税率を使用する方法によって計算しております。 
 ただし、税金等調整前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を使用する方法によって
計算しております。 

  

第１四半期連結累計期間より、「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、従来の方法によった場合に比べて当第３四半期連結累計期間の営業損失は10百万円
減少し、経常利益は10百万円増加しておりますが、税金等調整前四半期純利益に与える影響はあり
ません。 

  

 （四半期連結損益計算書関係） 
第１四半期連結累計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平

成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内
閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目により表示しておりま
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

① 貸倒見積高を算定する方法

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 会計処理基準に関する事項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

② 表示方法の変更
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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 23,056 28,343

受取手形・完成工事未収入金等 72,615 86,099

未成工事支出金等 14,497 22,154

その他 7,859 7,660

貸倒引当金 △78 △96

流動資産合計 117,950 144,162

固定資産   

有形固定資産 6,260 6,511

無形固定資産 994 1,160

投資その他の資産   

投資有価証券 21,927 24,805

その他 12,474 12,018

貸倒引当金 △435 △402

投資損失引当金 △104 △104

投資その他の資産合計 33,862 36,317

固定資産合計 41,117 43,989

資産合計 159,067 188,151
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（単位：百万円）

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   

支払手形・工事未払金等 35,627 53,641

短期借入金 3,432 3,640

未払金 20,676 19,636

未払法人税等 341 2,189

未成工事受入金 8,493 16,345

工事損失引当金 1,807 908

引当金 434 487

その他 6,758 6,220

流動負債合計 77,572 103,069

固定負債   

長期借入金 70 180

退職給付引当金 1,292 1,124

役員退職慰労引当金 350 528

その他 512 535

固定負債合計 2,226 2,368

負債合計 79,798 105,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,134 13,134

資本剰余金 12,854 12,854

利益剰余金 59,162 61,236

自己株式 △6,340 △6,339

株主資本合計 78,810 80,885

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 599 1,922

為替換算調整勘定 △298 △242

評価・換算差額等合計 301 1,680

少数株主持分 157 147

純資産合計 79,269 82,713

負債純資産合計 159,067 188,151
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 (2) 四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 121,113 132,258

売上原価 110,213 120,141

売上総利益 10,899 12,117

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 4,538 4,549

退職給付費用 424 381

その他 7,248 7,588

販売費及び一般管理費合計 12,210 12,520

営業損失（△） △1,311 △403

営業外収益   

受取利息 74 31

受取配当金 405 353

不動産賃貸料 － 194

その他 362 219

営業外収益合計 842 798

営業外費用   

支払利息 62 40

支払手数料 39 7

有価証券評価損 59 －

為替差損 － 68

その他 72 65

営業外費用合計 234 182

経常利益又は経常損失（△） △702 213

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 20

投資有価証券売却益 99 105

投資有価証券受贈益 － 137

その他 8 96

特別利益合計 108 359

特別損失   

投資有価証券評価損 219 268

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

その他 14 27

特別損失合計 234 305

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（△）

△828 267

法人税、住民税及び事業税 △288 285

過年度法人税等 137 106

法人税等合計 △151 392

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △124

少数株主利益又は少数株主損失（△） △76 9

四半期純損失（△） △601 △134
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△828 267

減価償却費 573 563

工事損失引当金の増減額（△は減少） △220 899

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

350 △8

のれん償却額 22 25

受取利息及び受取配当金 △480 △384

支払利息 62 40

為替差損益（△は益） 2 8

有価証券評価損益（△は益） 59 －

投資有価証券売却損益（△は益） △99 △95

投資有価証券評価損益（△は益） － 268

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

投資有価証券受贈益 － △137

売上債権の増減額（△は増加） 37,109 13,469

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △7,901 7,642

仕入債務の増減額（△は減少） △27,955 △16,709

未成工事受入金の増減額（△は減少） 7,820 △7,833

その他 △548 216

小計 7,966 △1,758

利息及び配当金の受取額 480 399

利息の支払額 △58 △39

法人税等の支払額 △2,813 △2,909

法人税等の還付額 201 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,775 △4,307

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 △763 △692

定期預金の払戻による収入 1,024 821

有形及び無形固定資産の取得による支出 △664 △176

資産除去債務の履行による支出 － △10

投資有価証券の取得による支出 △756 △179

投資有価証券の売却による収入 399 799

投資有価証券の償還による収入 4 512

その他の支出 △324 △245

その他の収入 463 663

投資活動によるキャッシュ・フロー △617 1,492
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（単位：百万円）

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) 

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） 880 △257

長期借入金の返済による支出 △90 △60

リース債務の返済による支出 △9 △20

自己株式の取得による支出 △12 △0

配当金の支払額 △2,014 △1,939

少数株主への配当金の支払額 △3 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,250 △2,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,909 △5,159

現金及び現金同等物の期首残高 22,759 27,091

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,669 21,931
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該当事項はありません。 

  

① 事業の種類別セグメント情報 

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） 

  

 
  

(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

 １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

 ２ 各区分に属する主要な事業の内容 

設備工事事業      ：建築設備工事全般に関する事業                     

設備機器の製造・販売事業：空調機器等の設計・製造・販売の事業 

その他の事業      ：不動産の売買・賃貸、保険代理店等の事業 

 ３ 当社は「工事契約に関する会計基準」等を適用し、第１四半期連結会計期間以降に着手した工事契約から

進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工

事完成基準を適用しております。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて当第３四半期連結累計期間の「設備工事事業」の売上高は

17,317百万円増加し、営業損失は1,841百万円減少しております。 

  

② 所在地別セグメント情報 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

③ 海外売上高 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

設備工事事業 
(百万円)

設備機器の製
造・販売事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

116,681 4,300 131 121,113 ― 121,113

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 304 36 341 △341 ―

計 116,681 4,605 168 121,454 △341 121,113

営業利益又は営業損失(△) △1,856 382 67 △1,406 95 △1,311

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)

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)
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④ セグメント情報 

当社の報告セグメントは、当社及びグループ各社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、空調設備の技術を核として、一般空調設備と産業空調設備の設計・施工、保

守等を行う設備工事事業及び空調機器等の設計・製造・販売を行う設備機器の製造・販売事業で

構成されております。 

したがって、当社グループにおいては、「設備工事事業」と「設備機器の製造・販売事業」の

２つを報告セグメントとしております。 

  

 
  
(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、不動産の売買・賃貸、保険代理店

等であります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

４ 日本フローダ㈱（連結子会社）の事業は、従来、「設備工事事業」に区分しておりましたが、事業の内容を

見直したことにより、第１四半期連結累計期間から「設備機器の製造・販売事業」に変更しております。な

お、前第３四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報を変更後の区分に組み替えて表示すると、以

下のとおりとなります。 

（参考） 

（イ）報告セグメントの概要

（ロ）報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失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)

（単位：百万円）

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 
事業

設備機器
の製造・
販売事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 127,307 4,829 132,136 121 132,258 ― 132,258

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

0 643 643 39 682 △682 ―

計 127,307 5,472 132,780 160 132,940 △682 132,258

セグメント利益又は損失（△） △512 77 △434 46 △388 △15 △403

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)

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期
連結損益 
計算書 
計上額

設備工事 
事業

設備機器
の製造・
販売事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 116,047 4,934 120,981 131 121,113 ― 121,113

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 440 440 36 477 △477 ―

計 116,047 5,375 121,422 168 121,590 △477 121,113

セグメント利益又は損失（△） △1,742 268 △1,474 67 △1,406 95 △1,311
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（追加情報） 

第１四半期連結累計期間より「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。 

  

該当事項はありません。 

  

(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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（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 日本フローダ㈱（連結子会社）の事業は、従来、「設備工事事業」に区分しておりましたが、事業の内容を

見直したことにより、第１四半期連結累計期間から「設備機器の製造・販売事業」に変更しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて当第３四半期連結累計期間の「設備工事事業」の一般空調設

備については、受注高は919百万円、売上高は734百万円、繰越高は351百万円減少し、「設備機器の製造・

販売事業」はそれぞれ同額増加しております。 

なお、前第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連結会計期間末の数値については、変更後の区分に組み

替えて表示しております。 

4. 補足情報

(1) 受注及び販売の状況（連結）

① 受注高 （単位：百万円、％)

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

  至  平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 96,926 68.9 93,447 67.6 △3,479 △3.6

設備工事事業 産業空調設備 38,855 27.7 39,791 28.8 935 2.4

計 135,782 96.6 133,239 96.4 △2,543 △1.9

設備機器の製造・販売事業 4,587 3.3 4,775 3.5 187 4.1

その他 131 0.1 121 0.1 △9 △7.5

合  計 140,501 100.0 138,136 100.0 △2,365 △1.7

（うち海外） (8,796) (6.3) (8,833) (6.4) (36) (0.4)

② 売上高 （単位：百万円、％)

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

  至  平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 80,170 66.2 92,510 69.9 12,339 15.4

設備工事事業 産業空調設備 35,876 29.6 34,796 26.3 △1,079 △3.0

計 116,047 95.8 127,307 96.2 11,259 9.7

設備機器の製造・販売事業 4,934 4.1 4,829 3.7 △104 △2.1

その他 131 0.1 121 0.1 △9 △7.5

合  計 121,113 100.0 132,258 100.0 11,145 9.2

（うち海外） (6,465) (5.3) (8,787) (6.6) (2,321) (35.9)

③ 繰越高 （単位：百万円、％)

前第３四半期 当第３四半期

増減(△)額 増減(△)率
連結会計期間末 連結会計期間末

(平成21年12月31日) (平成22年12月31日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 138,819 76.1 129,903 78.5 △8,916 △6.4

設備工事事業 産業空調設備 41,213 22.6 33,193 20.0 △8,020 △19.5

計 180,033 98.7 163,096 98.5 △16,937 △9.4

設備機器の製造・販売事業 2,353 1.3 2,497 1.5 144 6.1

その他 ― ― ― ― ― ―

合  計 182,386 100.0 165,593 100.0 △16,792 △9.2

（うち海外） (6,456) (3.5) (4,584) (2.8) (△1,871) (△29.0)
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以 上 

(2) 受注及び販売の状況（個別）

① 受注高 （単位：百万円、％)

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

  至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
 一般空調設備 94,754 75.8 91,746 74.6 △3,007 △3.2

 産業空調設備 30,186 24.2 31,312 25.4 1,125 3.7

合  計 124,940 100.0 123,058 100.0 △1,881 △1.5

② 売上高 （単位：百万円、％)

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

  至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
 一般空調設備 78,486 72.5 90,868 77.5 12,382 15.8

 産業空調設備 29,704 27.5 26,390 22.5 △3,314 △11.2

合  計 108,191 100.0 117,259 100.0 9,068 8.4

③ 繰越高 （単位：百万円、％)

前第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日） 増減(△)額 増減(△)率

区  分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
 一般空調設備 138,334 79.7 129,664 81.6 △8,670 △6.3

 産業空調設備 35,255 20.3 29,302 18.4 △5,953 △16.9

合  計 173,590 100.0 158,966 100.0 △14,623 △8.4
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