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

24年3月期第3四半期 12,939 2.7 △937 ― △955 ― △678 ―

23年3月期第3四半期 12,604 26.5 △931 ― △940 ― △745 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △702百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △772百万円 （―％）

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3四半期 △32.50 ―

23年3月期第3四半期 △33.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 15,460 6,009 38.8
23年3月期 17,458 6,804 38.9

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,006百万円 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3Q 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3Q 1,373,566 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3Q 20,866,313 株 23年3月期3Q 22,278,847 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、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、欧州諸国で発生した債務問題の波及による円高進行や新興国の成長鈍化の影響により景気の先行きは不

透明な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。当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比2.7％増）となり

ましたが、損益につきましては営業損失 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）、経常損失 百万円（前年同

四半期は 百万円の損失）、四半期純損失 百万円（前年同四半期は 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］ 

 主要顧客先である食品加工業界、自動車業界の設備投資低迷により売上高は6,976百万円（前年同四半期比4.7％減）

に止まり、営業損失は816百万円（前年同四半期は777百万円の損失）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するとともに、一品一様の受注対応生産にとど

まることなく、商品の標準化を図りコストダウンにも努めてまいりましたが、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6,053百万円（前年同四半期比11.0％増）、営業損失は133百万円（前年同四半期は163百

万円の損失）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310百万円（前年同四半期比7.7％増）、営業利益12百万円

（前年同四半期比27.0％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３四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1,998百万円減少し、 百万円となりまし

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るものであります。 

 負債合計は 百万円となり前連結会計年度末に比べ1,203百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が

減少および借入金の返済によるものであります。  

 純資産合計は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ794百万円減少しました。これは主に四半期純損失の計

上及び配当の支払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

12,939

937 931 955

940 678 745

15,460

9,450

6,009

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,132 2,214

受取手形及び売掛金 9,079 7,536

商品及び製品 200 383

仕掛品 227 281

未成工事支出金 572 1,236

原材料及び貯蔵品 486 496

繰延税金資産 92 415

その他 66 410

貸倒引当金 △8 △5

流動資産合計 14,850 12,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 778 732

機械装置及び運搬具（純額） 186 161

土地 825 825

その他（純額） 96 82

有形固定資産合計 1,886 1,802

無形固定資産 65 68

投資その他の資産   

投資有価証券 499 464

その他 238 239

貸倒引当金 △81 △82

投資その他の資産合計 656 620

固定資産合計 2,608 2,491

資産合計 17,458 15,460
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,199 5,172

短期借入金 350 100

1年内返済予定の長期借入金 892 51

工事損失引当金 40 103

その他 624 820

流動負債合計 8,107 6,246

固定負債   

長期借入金 345 852

退職給付引当金 2,150 2,299

その他 52 52

固定負債合計 2,547 3,203

負債合計 10,654 9,450

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 2,336

自己株式 △214 △201

株主資本合計 6,709 5,939

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 114 98

為替換算調整勘定 △28 △32

その他の包括利益累計額合計 85 66

少数株主持分 8 3

純資産合計 6,804 6,009

負債純資産合計 17,458 15,460
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 12,604 12,939

売上原価 11,010 11,430

売上総利益 1,594 1,509

販売費及び一般管理費 2,525 2,446

営業損失（△） △931 △937

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 19 12

不動産賃貸料 14 10

その他 4 7

営業外収益合計 40 31

営業外費用   

支払利息 28 17

為替差損 9 15

その他 12 16

営業外費用合計 49 49

経常損失（△） △940 △955

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 3 －

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（△） △1,003 △955

法人税、住民税及び事業税 24 25

法人税等調整額 △281 △297

法人税等合計 △257 △272

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △745 △682

少数株主損失（△） △0 △4

四半期純損失（△） △745 △678
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △745 △682

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24 △15

為替換算調整勘定 △2 △4

その他の包括利益合計 △26 △19

四半期包括利益 △772 △702

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △773 △697

少数株主に係る四半期包括利益 0 △5
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 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第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） 

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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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  7,320  5,266  12,586  18  12,604  －  12,604

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
  －  188  188  269  458  △458  －

計  7,320  5,454  12,774  288  13,062  △458  12,604

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △777  △163  △941  9  △931  －  △931

  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  6,976  5,945  12,921  17  12,939  －  12,939

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  107  107  292  400  △400  －

計  6,976  6,053  13,029  310  13,339  △400  12,939

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △816  △133  △949  12  △937  －  △937

（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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