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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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12月期第3四半期 5,830 14.2 378 50.8 399 40.2 231 35.9
23年12月期第3四半期 5,104 7.7 250 301.7 285 178.1 169 957.7

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 233百万円 （35.8％） 23年12月期第3四半期 171百万円 （―％）

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12月期第3四半期 43.63 ―
23年12月期第3四半期 32.10 ―

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

24年12月期第3四半期 8,986 4,001 43.9 744.22
23年12月期 8,561 3,823 44.1 712.89
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  3,941百万円 23年12月期  3,775百万円

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12月期 ― 0.00 ― 10.50 10.50
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 12.90 12.90

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 7,378 4.7 386 10.9 421 8.0 210 23.5 39.65



(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  ：  有  
（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きの対象外であり、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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる
可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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12月期3Q 6,000,000 株 23年12月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 704,287 株 23年12月期 704,287 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 5,295,713 株 23年12月期3Q 5,295,726 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の当業界を取り巻く環境は、公共投資は震災関連の復旧・復興需要が堅調に推移する

ものの民間設備投資は持ち直しが遅れ低水準傾向が続いており依然として厳しい受注環境で推移しました。ビル設備

部門では、東京・大阪の首都圏を中心に大型事務所ビル開発案件の持ち直しの動きがあり受注が回復傾向で推移しま

した。  

  また、住宅投資につきましては、住宅取得促進策の効果や復興関連需要、低金利が後押しし、住宅投資に持ち直し

の動きがみられ、新設住宅着工戸数は全体として堅調に推移しております。また、消費税増税法案が成立し今後、消

費の動向が注目されております。 

  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58億30百万円(前年同期比14.2％増）、営業利益３億78百万円（前年同期比50.8％増）、経常利益３億99百万円

（前年同期比40.2％増）、四半期純利益２億31百万円（前年同期比35.9％増）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

財政状態の分析 

（資産）   

 当第３四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４億24百万円増加し、89億86百

万円となりました。これは主に現金及び預金並びに有形固定資産の増加、受取手形及び売掛金並びに商品及び製品

の減少によるものです。 

（負債）  

 負債につきましては、前連結会計年度末と比べ２億46百万円増加し、49億85百万円となりました。これは主に未

払法人税等及び賞与引当金並びに長期借入金の増加によるものです。 

（純資産）  

 純資産につきましては、当第３四半期連結会計期間末40億１百万円（前連結会計年度末38億23百万円）となりま

した。これは主に利益剰余金の増加、配当金の支払いによるものです。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては現時点において、平成24年２月17日に発表しました平成23年12月期決算短信に記

載しております平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）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）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 

 固定資産の減価償却の方法   

 定率法を採用している固定資産については、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。   

   

（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。     

  

（４）追加情報 

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,944,696 2,391,411

受取手形及び売掛金 3,239,084 2,956,368

商品及び製品 700,846 607,758

仕掛品 26,488 25,399

原材料及び貯蔵品 336,495 365,156

繰延税金資産 42,454 72,070

その他 88,005 79,749

貸倒引当金 △4,996 △10,032

流動資産合計 6,373,073 6,487,882

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 356,479 331,523

機械装置及び運搬具（純額） 117,117 171,562

土地 1,177,290 1,398,992

その他（純額） 78,190 151,993

有形固定資産合計 1,729,077 2,054,071

無形固定資産   

その他 39,346 36,704

無形固定資産合計 39,346 36,704

投資その他の資産   

投資有価証券 119,104 110,958

長期貸付金 686,693 682,427

繰延税金資産 40,849 57,571

その他 138,998 113,474

貸倒引当金 △565,496 △556,946

投資その他の資産合計 420,150 407,485

固定資産合計 2,188,574 2,498,262

資産合計 8,561,648 8,986,144



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,609,587 1,545,262

短期借入金 1,950,000 1,900,000

1年内返済予定の長期借入金 6,000 78,150

未払金 260,663 195,609

未払法人税等 29,759 171,729

賞与引当金 37,397 120,767

その他 194,029 238,980

流動負債合計 4,087,437 4,250,499

固定負債   

長期借入金 20,500 110,550

繰延税金負債 21,286 21,286

退職給付引当金 399,967 408,812

長期未払金 113,639 113,639

長期預り保証金 44,950 44,950

資産除去債務 5,090 5,140

その他 45,411 30,203

固定負債合計 650,845 734,582

負債合計 4,738,282 4,985,081

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,683,378 1,683,378

資本剰余金 1,586,811 1,586,811

利益剰余金 743,614 919,056

自己株式 △243,042 △243,042

株主資本合計 3,770,761 3,946,203

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,257 7,317

為替換算調整勘定 △11,783 △12,361

その他の包括利益累計額合計 4,474 △5,043

少数株主持分 48,129 59,902

純資産合計 3,823,365 4,001,062

負債純資産合計 8,561,648 8,986,144



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,104,532 5,830,337

売上原価 3,529,250 4,102,500

売上総利益 1,575,281 1,727,836

販売費及び一般管理費 1,324,622 1,349,793

営業利益 250,658 378,042

営業外収益   

受取利息 5,566 2,409

受取配当金 2,733 2,396

スクラップ売却収入 15,943 11,607

助成金収入 7,602 －

雑収入 14,255 14,946

営業外収益合計 46,101 31,359

営業外費用   

支払利息 8,276 9,131

雑損失 3,132 347

営業外費用合計 11,409 9,479

経常利益 285,351 399,923

特別利益   

固定資産売却益 868 －

特別利益合計 868 －

特別損失   

固定資産除却損 1,054 1,112

固定資産売却損 2,655 161

投資有価証券売却損 1,716 －

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 8,236 1,274

税金等調整前四半期純利益 277,983 398,648

法人税、住民税及び事業税 101,348 201,080

法人税等調整額 10,133 △45,251

法人税等合計 111,482 155,828

少数株主損益調整前四半期純利益 166,500 242,820

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,489 11,772

四半期純利益 169,990 231,047



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 166,500 242,820

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,031 △8,940

為替換算調整勘定 △1,779 △577

その他の包括利益合計 5,252 △9,517

四半期包括利益 171,753 233,302

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 175,243 221,529

少数株主に係る四半期包括利益 △3,489 11,772



 該当事項はありません。   

   

 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）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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