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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 8,451 5.9 △767 ― △786 ― △541 ―

23年3月期第2四半期 7,980 17.2 △667 ― △686 ― △546 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △552百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △616百万円 （―％）

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2四半期 △25.95 ―

23年3月期第2四半期 △24.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 14,944 6,154 41.1
23年3月期 17,458 6,804 38.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,148百万円 23年3月期  6,795百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 5.00 5.00

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、対前期増減率）

（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

通期 23,000 13.5 300 372.2 200 287.4 120 △6.4 5.76



(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実施中です。 

※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。 

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2Q 22,296,204 株 23年3月期 22,296,204 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,411,566 株 23年3月期 1,463,819 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 20,849,173 株 23年3月期2Q 22,279,224 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災以降停滞していた企業活動の緩やかな回復傾

向は見られるものの、欧米諸国で発生した債務問題の波及による急速な円高進行などの懸念材料があり、景気の先

行きは不透明な状況が続いております。 

 当社の関連する食品加工業界、自動車業界、建設業界、冷凍・空調設備業界においては、依然として設備投資が

低迷しており厳しい状況が続いております。 

 このような事業環境において当社グループは、平成２１年度（７１期）からの「７４期中期経営計画」の施策に

沿い、「環境保全」・「省エネ」をキーワードとして新製品開発、コストダウンの一層の推進、業務の標準化・効

率化に鋭意取り組んでまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は8,451百万円（前年同四半

期比5.9％増）となりました。損益につきましては、営業損失767百万円（前年同四半期は667百万円の損失）、経

常損失786百万円（前年同四半期は686百万円の損失）、四半期純損失541百万円（前年同四半期は546百万円の損

失）となりました。 

 セグメント別の概況は次のとおりであります。 

［エンジニアリング事業］ 

 ＣＯ２/ＮＨ３自然冷媒システム「Ｃ－ＬＴＳ」を使用した冷却設備など食品・低温物流業界向けの売上が回復

しつつあり、売上高は4,480百万円（前年同四半期比2.6％減）となりましたが、過年度受注の採算の悪い工事が売

上計上されたことなどにより損益面では、609百万円の営業損失（前年同四半期は営業損失559百万円）となりまし

た。  

［機器事業］ 

 地球環境保護に対応した環境保全効果を提供する次世代型省エネ空調機「新セーブ王」および大幅な省エネ効果

を発揮する「ダイレクトＸ」などの当社優位性を活かした製品の拡販に注力しましたが、主要販売先である建設業

界は厳しい事業環境が続いており、売上高は4,049百万円（前年同四半期比17.6％増）、営業損失は165百万円（前

年同四半期は営業損失114百万円）となりました。 

［その他］ 

 人材派遣および損害保険代理店業については、売上高は203百万円（前年同四半期比8.5％増）、営業利益7百万

円（前年同四半期比17.3％増）となりました。    

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,514百万円減少し、 百万円となりま

した。 

 流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,423百万円減少しました。これは主に前期末に計上

した売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が減少したことによります。  

 固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円減少しました。これは主に市場価格の低下に

より投資有価証券が減少したことによるものであります。 

 流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,459百万円減少しました。これは主に支払手形及び買

掛金が減少したことによるものであります。  

 固定負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ594百万円増加しました。これは主に長期借入金が増加

したことによるものであります。 

 純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ649百万円減少しました。これは主に四半期純損失の計上

や剰余金の配当により利益剰余金が減少したこと等によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年3月期の業績予想につきましては、現段階では平成23年5月13日に発表致しました業績予想に変更ござい

ません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

14,944

12,426

2,517

5,647

3,142

6,154

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,132 3,279

受取手形及び売掛金 9,079 6,822

商品及び製品 200 328

仕掛品 227 220

未成工事支出金 572 818

原材料及び貯蔵品 486 516

繰延税金資産 92 374

その他 66 71

貸倒引当金 △8 △5

流動資産合計 14,850 12,426

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 778 748

機械装置及び運搬具（純額） 186 169

土地 825 825

その他（純額） 96 88

有形固定資産合計 1,886 1,833

無形固定資産 65 73

投資その他の資産   

投資有価証券 499 458

その他 238 234

貸倒引当金 △81 △82

投資その他の資産合計 656 611

固定資産合計 2,608 2,517

資産合計 17,458 14,944
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,199 4,829

短期借入金 350 100

1年内返済予定の長期借入金 892 101

工事損失引当金 40 71

その他 624 544

流動負債合計 8,107 5,647

固定負債   

長期借入金 345 869

退職給付引当金 2,150 2,220

その他 52 52

固定負債合計 2,547 3,142

負債合計 10,654 8,789

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,334 2,334

資本剰余金 1,470 1,470

利益剰余金 3,119 2,473

自己株式 △214 △206

株主資本合計 6,709 6,071

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 114 88

為替換算調整勘定 △28 △12

その他の包括利益累計額合計 85 76

少数株主持分 8 6

純資産合計 6,804 6,154

負債純資産合計 17,458 14,944
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,980 8,451

売上原価 6,928 7,580

売上総利益 1,051 871

販売費及び一般管理費 1,718 1,639

営業損失（△） △667 △767

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 9 7

不動産賃貸料 9 7

その他 2 4

営業外収益合計 23 19

営業外費用   

支払利息 20 13

為替差損 12 17

その他 9 6

営業外費用合計 42 37

経常損失（△） △686 △786

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46 －

訴訟関連損失 20 －

特別損失合計 66 －

税金等調整前四半期純損失（△） △747 △786

法人税、住民税及び事業税 15 16

法人税等調整額 △210 △257

法人税等合計 △194 △241

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △552 △545

少数株主損失（△） △6 △4

四半期純損失（△） △546 △541
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △552 △545

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △68 △26

為替換算調整勘定 4 18

その他の包括利益合計 △63 △7

四半期包括利益 △616 △552

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △610 △550

少数株主に係る四半期包括利益 △5 △2
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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損失（△） △747 △786

減価償却費 91 86

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34 70

受取利息及び受取配当金 △10 △7

支払利息 20 13

売上債権の増減額（△は増加） 1,943 2,256

たな卸資産の増減額（△は増加） △262 △387

仕入債務の増減額（△は減少） △1,126 △1,370

前受金の増減額（△は減少） 198 50

その他 9 △81

小計 143 △157

利息及び配当金の受取額 11 7

利息の支払額 △18 △12

法人税等の支払額 △14 △34

営業活動によるキャッシュ・フロー 121 △197

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 △26 △39

無形固定資産の取得による支出 △9 △18

その他 7 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △27 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △550 △250

長期借入れによる収入 － 550

長期借入金の返済による支出 △16 △816

配当金の支払額 △110 △103

その他 △0 6

財務活動によるキャッシュ・フロー △677 △613

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △583 △853

現金及び現金同等物の期首残高 5,493 4,132

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,910 3,279
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 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

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 

（単位：百万円）

（注）１ 「その他」は、人材派遣、損害保険代理店業に関する事業を行っております。 

   ２ 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。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

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 

（単位：百万円）

（注）１ 「その他」は、人材派遣、損害保険代理店業に関する事業を行っております。 

   ２ 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。   

  

 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）セグメント情報等

  報告セグメント
その他
 (注)１ 

合計
調整額 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

エンジニア
リング事業 

機器事業 計

売上高               

外部顧客への売上高  4,599  3,368  7,967  13  7,980 －  7,980

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－   75  75  174  249  △249 － 

計  4,599  3,443  8,042  187  8,230  △249  7,980

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △559  △114  △673  6  △667  －  △667

  報告セグメント
その他
 (注)１ 

合計
調整額 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

エンジニア
リング事業 

機器事業 計

売上高               

外部顧客への売上高  4,480  3,959  8,439  12  8,451  －  8,451

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  90  90  191  281  △281  －

計  4,480  4,049  8,529  203  8,733  △281  8,451

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △609  △165  △775  7  △767  －  △767

（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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