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

25年3月期第3四半期 50,555 △0.5 △1,553 ― △1,382 ― △1,092 ―
24年3月期第3四半期 50,793 11.4 △359 ― △212 ― △382 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △552百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △1,498百万円 （―％）

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3四半期 △43.29 ―
24年3月期第3四半期 △15.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 62,416 26,390 42.3
24年3月期 66,927 27,385 40.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  26,390百万円 24年3月期  27,385百万円

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

24年3月期 ― 7.50 ― 10.00 17.50
25年3月期 ― 7.50 ―
25年3月期（予想） 7.50 15.00

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）  
（％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 85,000 6.7 2,300 20.1 2,300 9.1 1,100 35.6 43.57
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(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、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せん。 

※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。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
P.2「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 25年3月期3Q 25,282,225 株 24年3月期 25,282,225 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 37,854 株 24年3月期 36,470 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 25,245,442 株 24年3月期3Q 25,247,286 株
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 当第３四半期連結累計期間における国内経済は、復興需要を背景として緩やかに回復の兆しを見せて

おりましたが、世界経済の減速を反映し、景気は総じて低調に推移しました。 

  国内建設市場においても、公共部門を中心とした震災復興関連工事の増加はあるものの、民間部門で

の円高・デフレによる景気の先行きの不透明感や海外への生産シフトによる国内設備投資の抑制傾向、

更には一部資材や人件費の上昇等もあり、引き続き厳しい受注競争環境となりました。 

  

 こうした環境の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、完成工事高

505億5千5百万円（前年同四半期比0.5％減）、営業損失15億5千3百万円（前年同期 営業損失3億5千9百

万円）、経常損失13億8千2百万円（前年同期 経常損失2億1千2百万円）、四半期純損失10億9千2百万円

（前年同期 四半期純損失3億8千2百万円）となりました。また、受注高につきましては、648億2千6百

万円（前年同四半期比3.1％増）となりました。 

  

 当社グループの完成工事高は、通常の営業の形態として、工事の完成時期が期末に集中する傾向が強

く、一方で、販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、利益は期末に偏るとい

う季節的変動があります。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間における総資産は、624億1千6百万円となり、前連結会計年度に比べ45億1

千1百万円減少しております。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金の減少91億2千1百万円であり

ます。 

 負債は、360億2千5百万円となり、前連結会計年度に比べ35億1千6百万円減少しております。主な要

因は、支払手形・工事未払金の減少37億1千6百万円であります。 

 純資産は、263億9千万円となり、前連結会計年度に比べ9億9千4百万円減少しております。主な要因

は、利益剰余金の減少15億3千4百万円であります。 

  

  

  平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月10日に公表しました「平成24年３月期 

決算短信」における業績予想に変更はありません。 

  

      該当事項はありません。 

  

      該当事項はありません。 

  

      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

（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

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,904 6,517

受取手形・完成工事未収入金 38,671 29,549

有価証券 － 399

未成工事支出金 991 2,385

その他のたな卸資産 59 58

繰延税金資産 1,756 2,416

その他 1,328 2,726

貸倒引当金 △199 △156

流動資産合計 48,513 43,896

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,322 2,220

その他（純額） 814 776

有形固定資産合計 3,136 2,997

無形固定資産 294 271

投資その他の資産   

投資有価証券 11,936 12,482

繰延税金資産 298 58

その他 2,963 2,954

貸倒引当金 △216 △243

投資その他の資産合計 14,982 15,251

固定資産合計 18,414 18,519

資産合計 66,927 62,416
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 29,741 26,025

短期借入金 1,160 2,947

未払法人税等 951 29

未成工事受入金 858 1,801

工事損失引当金 2,393 2,601

引当金 126 107

その他 2,756 1,279

流動負債合計 37,988 34,792

固定負債   

長期借入金 465 120

繰延税金負債 － 212

退職給付引当金 993 805

その他 95 95

固定負債合計 1,553 1,232

負債合計 39,542 36,025

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 6,887 6,887

利益剰余金 14,869 13,335

自己株式 △23 △23

株主資本合計 26,893 25,357

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 645 1,180

為替換算調整勘定 △153 △147

その他の包括利益累計額合計 492 1,032

純資産合計 27,385 26,390

負債純資産合計 66,927 62,416
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

完成工事高 50,793 50,555

完成工事原価 47,302 47,985

完成工事総利益 3,490 2,570

販売費及び一般管理費 3,850 4,124

営業損失（△） △359 △1,553

営業外収益   

受取利息 24 24

受取配当金 160 148

その他 39 23

営業外収益合計 225 197

営業外費用   

支払利息 18 14

為替差損 53 4

その他 5 6

営業外費用合計 77 25

経常損失（△） △212 △1,382

特別利益   

固定資産売却益 11 －

投資有価証券売却益 44 8

その他 4 －

特別利益合計 60 8

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 62 108

ゴルフ会員権評価損 － 11

賃貸借契約解約損 21 －

減損損失 － 5

災害損失 10 －

特別損失合計 96 126

税金等調整前四半期純損失（△） △247 △1,500

法人税、住民税及び事業税 66 83

法人税等調整額 68 △490

法人税等合計 134 △407

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △382 △1,092

四半期純損失（△） △382 △1,092
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △382 △1,092

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,087 535

為替換算調整勘定 △29 5

その他の包括利益合計 △1,116 540

四半期包括利益 △1,498 △552

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,498 △552
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      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

４．補足情報

    平成25年３月期第３四半期受注の概況

区分

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自平成24年４月１日 
 至平成24年12月31日)

増減 
（百万円）

増減率

金額 
（百万円）

構成比
金額

（百万円）
構成比

一般空調工事 57,478 91.4 % 60,135 92.8 % 2,656 4.6 %

（うち海外） (3,630) (5.8) (3,876) (6.0) (245) (6.8)

原子力施設空調工事 5,387 8.6 4,691 7.2 △696 △12.9

合計 62,866 100.0 64,826 100.0 1,960 3.1
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