
  

１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  3,351  10.4  160  350.5  181  188.8  67  321.6

22年12月期第２四半期  3,035  △16.6  35  △61.7  62  △37.1  15  △65.8

  
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２四半期  12  66  －      

22年12月期第２四半期  2  56  －      

  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２四半期  8,343  3,720  44.0  693  40

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２四半期 3,672百万円 22年12月期 3,632百万円

  
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  －        0 00       

23年12月期（予想）     －      9 50  9  50

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％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  7,021  7.6  308  88.1  339  57.8  169  132.2  31  98

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．2「その他の情報」をご覧ください。） 

新規      － 社  （社名）                        、除外      － 社  （社名） 

（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。 

  

（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。   

  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 5,295,733株 22年12月期２Ｑ 6,221,516株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の当業界を取り巻く環境は、民間設備投資は東日本大震災の影響で一部納入時期の遅れが

あったものの首都圏を中心に持ち直しの動きがあり受注が回復傾向にありますが、公共投資は減少傾向が続いてお

り全体的には依然として不透明な状況が続いております。 

 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見られるものの、震災の影響による冷え込み、

雇用や所得環境が厳しいなかで、新設着工戸数は全体として低水準で推移しております。 

 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33億51百万円（前年同期比10.4％増）、営業利益１億60百万円（前年同期比350.5％増）、経常利益１億81百

万円（前年同期比188.8％増）、四半期純利益67百万円（前年同期比321.6％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2四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２億28百万円増加し、83億43百

万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少、現金及び預金並びに製品や原材料などのたな卸資産

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１億84百万円増加し、46億23百万円となりました。これは主に、

借入金及び未払金の減少、賞与引当金及び未払法人税等の増加によるものです。 

  純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ44百万円増加し、37億20百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加及び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２四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、１億35百万円増加し、19億34百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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、回収した資金は２億39百万円（前年同期は１億81百万円の収入）となりました。これは主に税

金等調整前四半期純利益及びたな卸資産並びに賞与引当金の増加、売上債権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、支出した資金は４百万円（前年同期は１億15百万円の支出）となりました。これは主に有形固

定資産の取得及び貸付けによる支出、有形固定資産の売却による収入によるものです。 

  

（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１億円（前年同期は54百万円の支出）となりました。これは主に短期借入金の

返済及び配当金の支払い、及び長期借入による収入によるものです。 

  

（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323千円、税金等調整前四半期純利益は3,132千円減少しておりま

す。また、当会計基準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2四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２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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 2,034,218 1,898,990

受取手形及び売掛金 2,816,694 3,007,542

商品及び製品 549,567 305,900

仕掛品 17,915 16,112

原材料及び貯蔵品 357,109 316,128

繰延税金資産 106,122 28,687

その他 62,069 43,866

貸倒引当金 △16,012 △13,687

流動資産合計 5,927,685 5,603,539

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 445,837 445,635

機械装置及び運搬具（純額） 127,250 137,315

土地 1,177,290 1,210,040

その他（純額） 99,115 96,317

有形固定資産合計 1,849,492 1,889,307

無形固定資産   

その他 25,218 27,785

無形固定資産合計 25,218 27,785

投資その他の資産   

投資有価証券 123,022 119,798

長期貸付金 688,057 688,141

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 53,029 108,028

その他 129,512 130,615

貸倒引当金 △552,307 △552,437

投資その他の資産合計 541,314 594,146

固定資産合計 2,416,026 2,511,240

資産合計 8,343,711 8,114,779



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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 1,357,223 1,341,518

短期借入金 1,956,000 2,040,000

未払金 183,558 199,935

未払法人税等 134,735 73,081

賞与引当金 197,137 39,239

その他 161,855 153,888

流動負債合計 3,990,509 3,847,662

固定負債   

長期借入金 24,000 －

繰延税金負債 24,292 24,292

退職給付引当金 377,132 351,970

資産除去債務 3,537 －

長期未払金 116,453 116,453

長期預り保証金 44,950 44,950

その他 42,507 53,125

固定負債合計 632,872 590,791

負債合計 4,623,382 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 643,461 606,089

自己株式 △243,042 △243,025

株主資本合計 3,667,708 3,630,352

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,004 14,168

為替換算調整勘定 △10,688 △11,851

評価・換算差額等合計 4,315 2,316

少数株主持分 48,304 43,656

純資産合計 3,720,329 3,676,325

負債純資産合計 8,343,711 8,114,779



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,035,447 3,351,301

売上原価 2,142,572 2,322,310

売上総利益 892,875 1,028,990

販売費及び一般管理費 857,254 868,528

営業利益 35,620 160,462

営業外収益   

受取利息 5,104 3,687

受取配当金 1,116 1,215

スクラップ売却収入 8,854 10,691

助成金収入 10,078 7,452

雑収入 12,829 6,143

営業外収益合計 37,983 29,190

営業外費用   

支払利息 5,869 5,405

保険解約損 3,132 －

貸倒引当金繰入額 － 1,724

雑損失 1,896 1,448

営業外費用合計 10,899 8,578

経常利益 62,704 181,074

特別利益   

固定資産売却益 132 868

貸倒引当金戻入額 475 －

特別利益合計 607 868

特別損失   

固定資産除却損 149 1,054

固定資産売却損 － 2,661

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 1,019 6,525

税金等調整前四半期純利益 62,293 175,417

法人税、住民税及び事業税 91,408 128,243

法人税等調整額 △49,588 △24,503

法人税等合計 41,820 103,740

少数株主損益調整前四半期純利益 － 71,677

少数株主利益 4,575 4,648

四半期純利益 15,897 67,028



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,591,100 1,755,641

売上原価 1,138,940 1,212,156

売上総利益 452,160 543,484

販売費及び一般管理費 434,975 443,525

営業利益 17,184 99,959

営業外収益   

受取利息 2,556 1,796

受取配当金 824 1,027

スクラップ売却収入 5,449 5,983

助成金収入 5,076 1,936

雑収入 7,704 2,823

営業外収益合計 21,610 13,568

営業外費用   

支払利息 2,871 2,674

貸倒引当金繰入額 － △5

保険解約損 3,132 －

雑損失 376 739

営業外費用合計 6,381 3,408

経常利益 32,414 110,118

特別利益   

固定資産売却益 132 －

貸倒引当金戻入額 475 －

特別利益合計 607 －

特別損失   

固定資産除却損 149 1,054

固定資産売却損 － 2,661

投資有価証券評価損 △3,340 －

特別損失合計 △3,191 3,715

税金等調整前四半期純利益 36,213 106,402

法人税、住民税及び事業税 37,002 90,290

法人税等調整額 △16,289 △34,493

法人税等合計 20,713 55,796

少数株主損益調整前四半期純利益 － 50,606

少数株主利益 3,914 3,861

四半期純利益 11,586 46,744



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30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 62,293 175,417

減価償却費 64,671 60,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） △187 2,194

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,275 25,162

賞与引当金の増減額（△は減少） 127,850 157,898

有形固定資産除売却損益（△は益） 149 2,847

受取利息及び受取配当金 △6,221 △4,903

支払利息 5,869 5,405

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） 490,211 191,324

たな卸資産の増減額（△は増加） △190,396 △286,115

仕入債務の増減額（△は減少） △193,843 15,347

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,188 507

その他 △200,500 △40,976

小計 184,360 307,769

利息及び配当金の受取額 6,152 4,930

利息の支払額 △6,109 △5,337

法人税等の支払額 △11,688 △67,495

法人税等の還付額 9,026 128

営業活動によるキャッシュ・フロー 181,741 239,995

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 △25,292 △44,169

有形固定資産の売却による収入 159 44,840

投資有価証券の取得による支出 △976 △321

貸付けによる支出 － △4,985

貸付金の回収による収入 500 1,185

その他 9,697 △1,281

投資活動によるキャッシュ・フロー △115,911 △4,732

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） － △84,000

長期借入れによる収入 － 24,000

配当金の支払額 △45,071 △29,719

その他 △9,725 △10,634

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,796 △100,354

現金及び現金同等物に係る換算差額 △983 318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,050 135,227

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 1,932,396 1,934,218



 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2四半期連結累計期間（自 平成22年1月1日 至 平成22年６月30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2四半期連結累計期間（自 平成22年1月1日 至 平成22年６月30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2四半期連結累計期間（自 平成22年1月1日 至 平成22年６月30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2四半期連結累計期間（自 平成23年1月1日 至 平成23年６月30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） 

 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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