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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 37,814 73.4 876 ― 1,192 ― 490 ―
23年3月期第1四半期 21,811 △12.1 △494 ― △287 ― △160 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 930百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △1,477百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 13.35 ―
23年3月期第1四半期 △4.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 145,770 67,377 44.6
23年3月期 132,698 66,978 48.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  64,976百万円 23年3月期  64,796百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 83,000 79.5 2,700 ― 2,900 ― 1,700 ― 46.24
通期 176,000 24.7 5,900 9.0 6,500 5.4 3,700 △0.1 100.63



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期連結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 
 本資料に記載されている業績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大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料P.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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 36,782,009 株 23年3月期 36,782,009 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 13,537 株 23年3月期 13,523 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 36,768,479 株 23年3月期1Q 36,769,356 株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、アジアを中心とした新興国が堅調に拡大を続けるな

ど、全体として底堅い成長が続きました。日本経済は、東日本大震災により一時的に景気が落ち込みま

したが、サプライチェーンの復旧に伴い、回復の兆しが見られるようになりました。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間における業績は、受注工事高379億17百万円(前年

同期比18.6％増加)、完成工事高378億14百万円(前年同期比73.4％増加)となりました。 

利益面につきましては、営業利益８億76百万円(前年同期比13億70百万円増加)、経常利益11億92百万

円(前年同期比14億79百万円増加)、四半期純利益４億90百万円(前年同期比６億50百万円増加）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。 

  

環境システム事業 

受注工事高は、289億20百万円(前年同期比18.8％増加）となりました。このうちビル空調分野は、86

億27百万円(前年同期比30.8％増加)、産業空調分野は、202億93百万円(前年同期比14.4％増加)となり

ました。完成工事高は、248億91百万円(前年同期比69.3％増加)となりました。このうちビル空調分野

は、71億30百万円(前年同期比58.2％増加)、産業空調分野は、177億60百万円(前年同期比74.2％増加)

となりました。経常損失につきましては、95百万円(前年同期は経常損失10億10百万円)となりました。

  

塗装システム事業 

受注工事高は、89億97百万円(前年同期比18.0％増加)となりました。完成工事高は、129億27百万円

(前年同期比81.9％増加)となりました。経常利益につきましては、11億65百万円(前年同期は経常利益

５億15百万円)となりました。 

  

(資産) 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ8.5％増加し、1,131億36百万円と

なりました。これは受取手形・完成工事未収入金等が107億13百万円増加し、現金預金が55億65百万円

減少したことなどによります。 

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は前連結会計年度末に比べ14.9％増加し、326億34百万円と

なりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ9.9％増加し、1,457億

70百万円となりました。 

１．当四半期決算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

㈱大気社（1979）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 2 -



  
(負債) 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は前連結会計年度末に比べ19.9％増加し、727億48百万円と

なりました。これは支払手形・工事未払金等が21億23百万円、未成工事受入金が104億66百万円それぞ

れ増加し、未払法人税等が20億91百万円減少したことなどによります。 

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は前連結会計年度末に比べ11.5％増加し、56億44百万円とな

りました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ19.3％増加し、783億

93百万円となりました。 

(純資産) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ0.6％増加し、673億77百万円と

なりました。これは為替換算調整勘定が２億60百万円、少数株主持分が２億19百万円それぞれ増加した

ことなどによります。  

  

平成23年５月16日に発表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績見通しについて変更はありませ

ん。 

  

  

該当事項はありません。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 25,282 19,717

受取手形・完成工事未収入金等 52,381 63,094

有価証券 3,000 2,499

未成工事支出金 17,100 18,897

材料貯蔵品 478 526

その他 6,387 8,717

貸倒引当金 △338 △316

流動資産合計 104,291 113,136

固定資産   

有形固定資産 6,765 7,210

無形固定資産   

のれん － 2,611

その他 1,125 1,304

無形固定資産合計 1,125 3,915

投資その他の資産   

投資有価証券 17,915 18,606

その他 2,692 3,033

貸倒引当金 △92 △132

投資その他の資産合計 20,515 21,507

固定資産合計 28,406 32,634

資産合計 132,698 145,770

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 34,565 36,688

短期借入金 2,714 3,317

未払法人税等 2,592 501

未成工事受入金 14,242 24,708

賞与引当金 － 41

完成工事補償引当金 310 451

工事損失引当金 1,343 2,180

その他 4,889 4,858

流動負債合計 60,658 72,748

固定負債   

長期借入金 568 813

退職給付引当金 3,101 3,261

役員退職慰労引当金 123 114

その他 1,268 1,455

固定負債合計 5,061 5,644

負債合計 65,720 78,393
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,455 6,455

資本剰余金 7,297 7,297

利益剰余金 51,537 51,476

自己株式 △18 △18

株主資本合計 65,270 65,210

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,060 3,048

繰延ヘッジ損益 △1 △9

為替換算調整勘定 △3,533 △3,273

その他の包括利益累計額合計 △474 △233

少数株主持分 2,181 2,400

純資産合計 66,978 67,377

負債純資産合計 132,698 145,770
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
  四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日) 

完成工事高 21,811 37,814

完成工事原価 18,826 33,447

完成工事総利益 2,985 4,367

販売費及び一般管理費 3,479 3,490

営業利益又は営業損失（△） △494 876

営業外収益   

受取利息 41 53

受取配当金 108 122

不動産賃貸料 28 27

持分法による投資利益 － 29

償却債権取立益 － 193

その他 133 27

営業外収益合計 311 453

営業外費用   

支払利息 26 40

不動産賃貸費用 24 17

為替差損 31 71

貸倒引当金繰入額 － 0

持分法による投資損失 13 －

その他 8 7

営業外費用合計 104 137

経常利益又は経常損失（△） △287 1,192

特別利益   

貸倒引当金戻入額 66 －

固定資産処分益 10 31

投資有価証券売却益 － 0

持分変動利益 5 －

負ののれん発生益 166 －

特別利益合計 248 31

特別損失   

固定資産処分損 0 5

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 51 135

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 48 －

特別損失合計 100 141

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（△）

△139 1,083

法人税、住民税及び事業税 212 502

法人税等調整額 △246 △86

法人税等合計 △33 415

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△105 667

少数株主利益 55 176

四半期純利益又は四半期純損失（△） △160 490
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  四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△105 667

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,500 △11

繰延ヘッジ損益 △1 △7

為替換算調整勘定 128 269

持分法適用会社に対する持分相当額 2 12

その他の包括利益合計 △1,371 262

四半期包括利益 △1,477 930

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,522 732

少数株主に係る四半期包括利益 45 198

㈱大気社（1979）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 7 -



  

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１ 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 

 
(注)  １ 調整額は、以下のとおりであります。 

      セグメント利益又は損失(△)の調整額207百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用211百万

円及びその他の調整額△４百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない受取

配当金等であります。 

 ２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益又は経常損失(△)と調整を行っておりま

す。 

  

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額
(百万円)
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額
(百万円)
(注)２

環境システム 
事業

(百万円)

塗装システム
事業

(百万円)

合計
(百万円)

売上高

  外部顧客への売上高 14,702 7,108 21,811 ― 21,811

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 14,702 7,108 21,811 ― 21,811

セグメント利益又は損失(△) △1,010 515 △495 207 △287
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１ 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 

 
(注)  １ 調整額は、以下のとおりであります。 

      セグメント利益又は損失(△)の調整額122百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用107百万

円及びその他の調整額14百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない受取配

当金等であります。 

 ２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益又は経常損失(△)と調整を行っておりま

す。 

  

２ 報告セグメントごとの資産に関する情報 

前連結会計年度の末日に比して、当第１四半期連結会計期間の報告セグメントごとの資産の金額が著

しく変動しております。その概要は以下のとおりです。 

「塗装システム事業」セグメントにおいて、Geico S.p.A.の株式を取得し、同社及びその子会社２社

を連結子会社としたことに伴い、セグメント資産が7,452百万円増加しております。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「塗装システム事業」セグメントにおいて、Geico S.p.A.の株式を取得し、同社及びその子会社２社

を連結子会社としました。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては2,611百万円であり

ます。 

  

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

該当事項はありません。  

  

報告セグメント
調整額
(百万円)
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額
(百万円)
(注)２

環境システム 
事業

(百万円)

塗装システム
事業

(百万円)

合計
(百万円)

売上高

  外部顧客への売上高 24,888 12,925 37,814 ― 37,814

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3 1 4 △4 ―

計 24,891 12,927 37,819 △4 37,814

セグメント利益又は損失(△) △95 1,165 1,070 122 1,192

(のれんの金額の重要な変動)

(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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(注)  １ 受注工事高、完成工事高及び繰越工事高は、外部顧客に対する取引金額となっております。 

 ２ 当第１四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高24,888百万円とセグメント情報における環境シ

ステム事業の売上高24,891百万円との差異３百万円、及び、塗装システム事業の完成工事高12,925百万円と

セグメント情報における塗装システム事業の売上高12,927百万円との差異１百万円は、セグメント間の内部

売上高であります。 

  

４．補足情報

(1) 四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（連結）

区分

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減
(自  平成22年４月１日 (自  平成23年４月１日

至  平成22年６月30日) 至  平成23年６月30日)

金額 

(百万円)

構成比 

(%)

金額 

(百万円)

構成比 

(%)

金額 

(百万円)

率 

(%)

受注工事高

環境システム事業 ビル空調 6,596 20.7 8,627 22.8 2,031 30.8

産業空調 17,744 55.5 20,293 53.5 2,549 14.4

小計 24,340 76.2 28,920 76.3 4,580 18.8

(うち海外) (10,128) (31.7) (9,467) (25.0) (△661) (△6.5)

塗装システム事業 7,622 23.8 8,997 23.7 1,375 18.0

(うち海外) (6,733) (21.1) (7,742) (20.4) (1,009) (15.0)

合計 31,963 100.0 37,917 100.0 5,954 18.6

(うち海外) (16,862) (52.8) (17,210) (45.4) (348) (2.1)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 4,506 20.7 7,130 18.9 2,624 58.2

産業空調 10,196 46.7 17,757 46.9 7,561 74.2

小計 (注)２ 14,702 67.4 24,888 65.8 10,186 69.3

(うち海外) (5,481) (25.1) (8,617) (22.8) (3,136) (57.2)

塗装システム事業 (注)２ 7,108 32.6 12,925 34.2 5,817 81.8

(うち海外) (5,782) (26.5) (12,110) (32.0) (6,328) (109.4)

合計 21,811 100.0 37,814 100.0 16,003 73.4

(うち海外) (11,264) (51.6) (20,728) (54.8) (9,464) (84.0)

繰越工事高

環境システム事業 ビル空調 46,747 38.6 47,575 33.7 828 1.8

産業空調 39,449 32.6 40,885 29.0 1,436 3.6

小計 86,196 71.2 88,461 62.7 2,265 2.6

(うち海外) (14,922) (12.3) (21,663) (15.4) (6,741) (45.2)

塗装システム事業 34,794 28.8 52,731 37.3 17,937 51.6

(うち海外) (28,727) (23.8) (51,554) (36.5) (22,827) (79.5)

合計 120,991 100.0 141,193 100.0 20,202 16.7

(うち海外) (43,649) (36.1) (73,218) (51.9) (29,569) (67.7)
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(2) 四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（個別）

区分

前第１四半期
累計期間

当第１四半期
累計期間

増減
(自  平成22年４月１日 (自  平成23年４月１日

至  平成22年６月30日) 至  平成23年６月30日)

金額 

(百万円)

構成比 

(%)

金額 

(百万円)

構成比 

(%)

金額 

(百万円)

率 

(%)

受注工事高

環境システム事業 ビル空調 6,270 38.2 8,207 34.1 1,937 30.9

産業空調 7,468 45.5 10,614 44.2 3,146 42.1

小計 13,739 83.7 18,822 78.3 5,083 37.0

(うち海外) (291) (1.7) (178) (0.8) (△113) (△38.8)

塗装システム事業 2,684 16.3 5,201 21.7 2,517 93.8

(うち海外) (2,096) (12.8) (4,528) (18.8) (2,432) (116.0)

合計 16,423 100.0 24,023 100.0 7,600 46.3

(うち海外) (2,388) (14.5) (4,706) (19.6) (2,318) (97.1)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 4,270 33.4 6,869 33.7 2,599 60.9

産業空調 4,590 35.9 9,000 44.2 4,410 96.1

小計 8,860 69.3 15,869 77.9 7,009 79.1

(うち海外) (160) (1.3) (159) (0.8) (△1) (△0.6)

塗装システム事業 3,931 30.7 4,495 22.1 564 14.3

(うち海外) (2,718) (21.2) (4,042) (19.8) (1,324) (48.7)

合計 12,792 100.0 20,365 100.0 7,573 59.2

(うち海外) (2,879) (22.5) (4,202) (20.6) (1,323) (46.0)

繰越工事高

環境システム事業 ビル空調 46,579 55.3 47,310 60.0 731 1.6

産業空調 24,547 29.1 19,399 24.6 △5,148 △21.0

小計 71,126 84.4 66,709 84.6 △4,417 △6.2

(うち海外) (300) (0.4) (578) (0.7) (278) (92.7)

塗装システム事業 13,121 15.6 12,150 15.4 △971 △7.4

(うち海外) (7,329) (8.7) (11,580) (14.7) (4,251) (58.0)

合計 84,248 100.0 78,860 100.0 △5,388 △6.4

(うち海外) (7,629) (9.1) (12,158) (15.4) (4,529) (59.4)
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前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 売上高 

 
  

 
  

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

 売上高 

 
  

 
  

(3) 地域に関する情報

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

東南アジア 東アジア
インド
(百万円)タイ 

(百万円)

その他の
東南アジア 
(百万円)

中国
(百万円)

その他の 
東アジア 
(百万円)

10,547 383 2,918 2,632 3,367 317 1,240

その他 
(百万円)

合計
(百万円)

404 21,811

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

東南アジア 東アジア
インド
(百万円)タイ 

(百万円)

その他の
東南アジア 
(百万円)

中国
(百万円)

その他の 
東アジア 
(百万円)

17,085 2,100 4,931 3,818 3,971 376 3,171

その他 
(百万円)

合計
(百万円)

2,358 37,814
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