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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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12月期第1四半期 1,595 10.5 60 228.2 70 134.2 20 370.5
22年12月期第1四半期 1,444 △25.4 18 34.0 30 93.9 4 ―

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12月期第1四半期 3.83 ―

22年12月期第1四半期 0.69 ―

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12月期第1四半期 7,995 3,675 45.4 685.64
22年12月期 8,114 3,676 44.8 685.95

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  3,630百万円 22年12月期  3,632百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.60 5.60

23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

0.00 ― 9.50 9.50

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

3,360 10.7 86 142.4 102 62.7 48 206.6 9.20

通期 7,021 7.6 308 88.1 339 57.8 169 132.2 31.98



(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」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12月期1Q  6,000,000株 22年12月期  6,000,000株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  704,287株 22年12月期  704,207株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  5,295,753株 22年12月期1Q  6,221,540株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第1四半期会計期間の当業界を取り巻く環境は、公共投資は依然として減少傾向が続いているものの、首都圏

を中心に民間設備投資の持ち直しの動きがあり受注が回復傾向にありますが、依然として受注競争は厳しい状況で

推移しました。 

  また、住宅投資につきましても民間住宅投資に持ち直しの動きがみられるものの、雇用・所得環境が依然として

厳しい中、新設住宅着工戸数は全体として低水準が続いております。 

  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15億95百万円（前年同期比10.5％増）、営業利益60百万円（前年同期比228.2％増）、経常利益70百万円

（前年同期比134.2％増）、四半期純利益20百万円（前年同期比370.5％増）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１四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１億18百万円減少し、79億95百

万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金並びに現金及び預金の減少、棚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１億17百万円減少し、43億20百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金並びに短期借入金の減少、賞与引当金の増加によるものです。 

  純資産につきましては、当第１四半期連結会計期間末36億75百万円（前連結会計年度末36億76百万円）となりま

した。これは主に、利益剰余金の減少、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１四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、１億10百万円減少し、16億88百万円となりました。  

  当第1四半期連結会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、支出した資金は25百万円（前年同期は66百万円の収入）となりました。これは主にたな卸資産

の増加、法人税等の支払い、売上債権及び仕入債務の減少によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、回収した資金は34百万円（前年同期は１億11百万円の支出）となりました。これは主に有形固

定資産の売却によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、使用した資金は１億20百万円（前年同期は50百万円の支出）となりました。これは主に、借入

金の返済及び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 

 業績予想につきましては現時点において、平成23年２月18日に発表いたしました平成22年12月期決算短信に記載

しております23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資産については、連結会計年度に係る減価償却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 

①会計方針の変更  

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 当第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、経常利益はそれぞれ170千円、税金等調整前四半期純利益は2,980千円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は3,529千円であります。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係）  

「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）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  

  

（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１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,788,691 1,898,990

受取手形及び売掛金 2,791,163 3,007,542

商品及び製品 501,866 305,900

仕掛品 23,001 16,112

原材料及び貯蔵品 344,587 316,128

繰延税金資産 64,481 28,687

その他 63,408 43,866

貸倒引当金 △11,311 △13,687

流動資産合計 5,565,889 5,603,539

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 426,208 445,635

機械装置及び運搬具（純額） 132,517 137,315

土地 1,179,790 1,210,040

その他（純額） 116,208 96,317

有形固定資産合計 1,854,725 1,889,307

無形固定資産   

その他 26,582 27,785

無形固定資産合計 26,582 27,785

投資その他の資産   

投資有価証券 127,708 119,798

長期貸付金 688,099 688,141

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 59,637 108,028

その他 129,839 130,615

貸倒引当金 △556,537 △552,437

投資その他の資産合計 548,746 594,146

固定資産合計 2,430,054 2,511,240

資産合計 7,995,943 8,114,779



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,274,510 1,341,518

短期借入金 1,950,000 2,040,000

未払金 198,897 199,935

未払法人税等 41,302 73,081

賞与引当金 114,208 39,239

その他 139,536 153,888

流動負債合計 3,718,454 3,847,662

固定負債   

長期未払金 116,453 116,453

繰延税金負債 24,292 24,292

退職給付引当金 365,022 351,970

長期預り保証金 44,950 44,950

資産除去債務 3,529 －

その他 47,816 53,125

固定負債合計 602,063 590,791

負債合計 4,320,518 4,438,453

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,683,378 1,683,378

資本剰余金 1,583,910 1,583,910

利益剰余金 596,717 606,089

自己株式 △243,042 △243,025

株主資本合計 3,620,964 3,630,352

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,269 14,168

為替換算調整勘定 △9,251 △11,851

評価・換算差額等合計 10,018 2,316

少数株主持分 44,442 43,656

純資産合計 3,675,425 3,676,325

負債純資産合計 7,995,943 8,114,779



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,444,347 1,595,660

売上原価 1,003,632 1,110,154

売上総利益 440,714 485,506

販売費及び一般管理費 422,278 425,003

営業利益 18,435 60,502

営業外収益   

受取利息 2,548 1,891

受取配当金 291 187

スクラップ売却収入 3,404 4,708

助成金収入 5,002 5,516

雑収入 5,125 3,319

営業外収益合計 16,373 15,622

営業外費用   

支払利息 2,997 2,731

貸倒引当金繰入額 － 1,729

雑損失 1,520 709

営業外費用合計 4,518 5,169

経常利益 30,290 70,955

特別利益   

固定資産売却益 － 868

特別利益合計 － 868

特別損失   

投資有価証券評価損 3,340 －

ゴルフ会員権評価損 870 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,809

特別損失合計 4,210 2,809

税金等調整前四半期純利益 26,079 69,014

法人税、住民税及び事業税 54,406 37,953

法人税等調整額 △33,299 9,990

法人税等合計 21,107 47,943

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,071

少数株主利益 661 786

四半期純利益 4,310 20,284



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３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 26,079 69,014

減価償却費 30,676 29,993

貸倒引当金の増減額（△は減少） 134 1,723

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,065 13,052

賞与引当金の増減額（△は減少） 72,797 74,969

投資有価証券評価損益（△は益） 3,340 －

有形固定資産除売却損益（△は益） － △868

受取利息及び受取配当金 △2,840 △2,078

支払利息 2,997 2,731

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,809

売上債権の増減額（△は増加） 343,154 217,442

たな卸資産の増減額（△は増加） △179,701 △230,564

仕入債務の増減額（△は減少） △138,945 △68,902

その他 △92,275 △65,619

小計 75,482 43,701

利息及び配当金の受取額 452 445

利息の支払額 △3,130 △2,638

法人税等の支払額 △6,031 △66,599

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,773 △25,090

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 △100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △11,643 △7,267

有形固定資産の売却による収入 － 44,250

投資有価証券の取得による支出 △296 △201

貸付けによる支出 － △4,970

貸付金の回収による収入 293 1,143

その他 414 1,836

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,232 34,791

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） － △90,000

自己株式の取得による支出 － △16

配当金の支払額 △45,672 △25,385

その他 △4,550 △5,309

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,223 △120,711

現金及び現金同等物に係る換算差額 299 712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,383 △110,298

現金及び現金同等物の期首残高 1,922,345 1,798,990

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,827,961 1,688,691



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

     当社グループは、空調・防災関連機器及び住宅用の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1四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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1四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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。 

  

【セグメント情報】 

 当第1四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

   当社グループは、空調・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 当第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。 

  

 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

（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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