
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

       

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 2,009 △11.6 △218 ― △228 ― △231 ―
24年３月期第１四半期 2,273 △6.1 △140 ― △130 ― △147 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △376百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △157百万円( ―％)

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

25年３月期第１四半期 △27.47 ―
24年３月期第１四半期 △17.42 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 13,286 2,502 18.8
24年３月期 14,108 2,904 20.6

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 2,502百万円 24年３月期 2,904百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 3.00 3.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 5,000 3.6 △300 ― △300 ― △320 ― △37.91
通期 12,000 8.3 60 79.2 60 157.5 40 △45.3 4.74

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが
困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項」
(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 8,970,000株 24年３月期 8,970,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 529,607株 24年３月期 528,449株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 8,440,546株 24年３月期１Ｑ 8,442,668株

※ 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ますが、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要やエコカー補助金と

いう政策効果に支えられ、国内需要を中心に緩やかな景気回復基調が見られたものの、長引く欧州債務

問題や円高の長期化、株価の低迷や電力供給不足への懸念等により先行き不透明な状況で推移しまし

た。 

このような情勢の中で当社グループは、中期経営計画「リカバリー１３０」の３年目の年として、重

点課題である「差別化した新製品・サービスの拡販」に努めるとともに、固定経費の徹底した削減等に

取り組んでまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、20億9百万円(前年同期比

11.6％減)となりました。 

損益面につきましては、予算の見込みどおり、経費の削減・原材料費の低減等が寄与したものの、主

に売上減少により、営業損失は2億1千8百万円（前年同期は営業損失1億4千万円）、経常損失は2億2千8

百万円（前年同期は経常損失1億3千万円）、四半期純損失は2億3千1百万円（前年同期は四半期純損失1

億4千7百万円）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりでありますが、当第１四半期連結会計期間より報告セグメントとし

て記載する事業セグメントを変更しており、当第１四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分

に基づいております。 

・機器装置事業 

機器装置事業につきましては、空調機器では「ファンコイルユニット」の受注・売上、熱源機器では

「業務用エコキュート」の売上が拡販努力により好調に推移しました。また、環境機器のうち「空気清

浄機」の売上が順調に推移しましたが、サーモデバイス機器では前年同期のような受注案件がなかった

ことから低調に推移しました。この結果、当事業の売上高は12億3千2百万円(前年同期比20.6％減)とな

りました。 

  

・素形材加工事業 

素形材加工事業につきましては、景観製品は予定していた案件の発注遅れ等もあり、やや低調に推移

しましたが、鋳造品はガスタービン関連部品の売上が順調に推移しました。この結果、当事業の売上高

は3億4千6百万円(前年同期比4.1％増)となりました。 

  

・サービスエンジニアリング事業 

サービスエンジニアリング事業につきましては、リニューアル工事及び設備工事が順調に推移しまし

た。この結果、当事業の売上高は4億3千万円(前年同期比10.7％増)となりました。 

  

当第１四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8億2千2百万円減少し132億8千6百

万円となりました。主な要因は、投資有価証券が1億4千3百万円増加したものの当第１四半期末は前連

結会計年度末に比べ直近の売上が少ないため売上債権が9億9千3百万円減少したことなどによります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べ4億1千9百万円減少し107億8千4百万円となりました。主な

要因は、当第１四半期末は前連結会計年度末に比べ直近の資材調達等が少ないため仕入債務が3億7千万

円減少したことなどによります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べ4億2百万円減少し25億2百万円となりました。主な要因

は、四半期純損失2億3千1百万円を計上したことによる減少と株価の下落によるその他有価証券評価差

額金の減少1億6千1百万円によるものです。  

  

平成25年3月期第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年5月14日公

表時から変更しておりません。 

  

  

  

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 (会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,042 2,771

受取手形及び売掛金 4,374 3,380

商品及び製品 174 299

仕掛品 730 810

原材料 337 350

その他 126 184

貸倒引当金 △8 △7

流動資産合計 8,777 7,788

固定資産

有形固定資産

土地 1,678 1,678

その他（純額） 1,325 1,358

有形固定資産合計 3,004 3,037

無形固定資産 25 24

投資その他の資産

投資有価証券 1,735 1,878

その他 627 611

貸倒引当金 △62 △54

投資その他の資産合計 2,301 2,436

固定資産合計 5,331 5,497

資産合計 14,108 13,286

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,615 2,244

短期借入金 4,607 4,206

未払法人税等 35 8

その他 819 782

流動負債合計 8,078 7,242

固定負債

長期借入金 938 1,327

退職給付引当金 1,617 1,629

その他 570 585

固定負債合計 3,126 3,542

負債合計 11,204 10,784
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,641 1,641

資本剰余金 1,225 1,225

利益剰余金 374 117

自己株式 △86 △86

株主資本合計 3,154 2,897

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △227 △388

為替換算調整勘定 △23 △7

その他の包括利益累計額合計 △250 △395

純資産合計 2,904 2,502

負債純資産合計 14,108 13,286
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 2,273 2,009

売上原価 1,801 1,615

売上総利益 472 393

販売費及び一般管理費 612 612

営業損失（△） △140 △218

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 21 19

その他 15 3

営業外収益合計 37 26

営業外費用

支払利息 22 22

その他 5 13

営業外費用合計 27 35

経常損失（△） △130 △228

特別損失

貸倒引当金繰入額 11 －

特別損失合計 11 －

税金等調整前四半期純損失（△） △141 △228

法人税、住民税及び事業税 5 3

法人税等合計 5 3

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △147 △231

四半期純損失（△） △147 △231
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △147 △231

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △19 △161

持分法適用会社に対する持分相当額 8 16

その他の包括利益合計 △10 △144

四半期包括利益 △157 △376

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △157 △376

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

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 

 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】

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

機器装置事業 素形材加工事業
サービスエンジニア

リング事業

売上高

  外部顧客への売上高 1,551 333 388 2,273

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2 3 7 13

計 1,554 336 396 2,287

セグメント損失（△） △56 △65 △19 △140

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △140

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △140
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

（セグメント区分方法の変更） 

従来のサーモデバイス事業については、平成23年度に実施した事業構造改革に伴い、経営管理上採用し

ている区分の見直しを行い、機器装置事業へ統合しております。また、従来、機器装置事業部が所管して

いたサービスメンテナンス事業については、中期経営計画を実行するための組織変更が完了したため、経

営管理上採用している区分の見直しを行い、独立したセグメントとするものであります。 

報告セグメントにおきましては、従来は「機器装置事業」、「素形材加工事業」、「サーモデバイス事

業」としておりましたが、当第１四半期連結累計期間から「機器装置事業」、「素形材加工事業」、「サ

ービスエンジニアリング事業」としております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成し

たものを開示しております。 

  

４．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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

機器装置事業 素形材加工事業
サービスエンジニア

リング事業

売上高

  外部顧客への売上高 1,232 346 430 2,009

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2 2 11 16

計 1,235 349 441 2,026

セグメント損失（△） △127 △90 △0 △218

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △218

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △218

（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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