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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

26年３月期第２四半期  6,885  △2.1  △588  －  △559  －  △366  －

25年３月期第２四半期  7,033  12.7  △453  －  △442  －  △303  －

  
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 

26年３月期第２四半期  △44.66  －

25年３月期第２四半期  △36.99  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  20,353  12,867  63.2

25年３月期  22,675  13,381  59.0

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 12,867百万円   25年３月期 13,381百万円 

  
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 

25年３月期  －  5.00 － 23.00  28.00

26年３月期  －  5.00       

26年３月期（予想）     － 22.00  27.00

（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26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  22,500  3.3  1,250  △10.1  1,300  △10.5  750  △2.2  91.51

（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 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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） 26年３月期２Ｑ 8,197,500株 25年３月期 8,197,500株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,312株 25年３月期 1,291株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 8,196,206株 25年３月期２Ｑ 8,196,209株

 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に対するレビュー手続は終了しておりません。

 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。 

 なお、当社は通常の事業の形態として、売上高及び利益の計上が第４四半期に集中いたしますので、第１四半期か

ら第３四半期までの各四半期の業績は、営業損失、経常損失及び四半期純損失となることが常態であります。
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（１）経営成績に関する説明 

    ①当期の経営成績 

      当第２四半期累計期間における当社業績は、受注高は、空調計装関連事業の増加により、13,650百万円（前年同

    期比9.2%増）となりました。売上高は、空調計装関連事業において増加、産業計装関連事業において減少し、総じ

    て6,885百万円（同2.1%減）となりました。 

  損益面につきましては、営業損失が588百万円（前年同期は453百万円の損失）、経常損失が559百万円（前年同 

 期は442百万円の損失）、四半期純損失は366百万円（前年同期は303百万円の損失）となりました。 

   なお、当社は通常の事業の形態として、売上高及び利益の計上が第４四半期に集中いたしますので、第１四半期

 から第３四半期までの各四半期の業績は、営業損失、経常損失及び四半期純損失となることが常態であります。 

   ②事業別動向 

    〔空調計装関連事業〕 

   空調計装関連事業につきましては、受注工事高は、新設工事において病院・医療施設が、既設工事において事 

  務所向け物件が増加したこと等により、12,243百万円（前年同期比14.1%増）となりました。内訳は、新設工事が

  3,856百万円（同6.5%増）、既設工事が8,386百万円（同18.0%増）でした。 

  完成工事高は、既設工事において工場向け物件が減少しましたが、新設工事において事務所向け物件が増加し 

 たこと等により、6,008百万円（同2.1%増）となりました。内訳は、新設工事が2,243百万円（同10.8%増）、既設

 工事が3,765百万円（同2.4%減）でした。 

  また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、150百万円（同16.5%増）となりました。 

  総じて、空調計装関連事業の受注高は12,393百万円（同14.1%増）、売上高は6,158百万円（同2.4%増）となり 

 ました。 

  〔産業計装関連事業〕 

  主に工場や各種搬送ライン向けに、空調以外の計装工事及び各種自動制御工事を行う産業計装関連事業につき 

 ましては、受注工事高は、電気工事の減少等により、1,105百万円（前年同期比21.0%減）となりました。 

  完成工事高は、電気工事の減少等により、575百万円（同26.3%減）となりました。 

  また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、151百万円（同36.8%減）となりました。 

  総じて、産業計装関連事業の受注高は1,257百万円（同23.3%減）、売上高は727百万円（同28.8%減）となりま 

 した。 

    

（２）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

   平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました数値から変更はございませ  

  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

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,799,784 2,713,182

受取手形・完成工事未収入金等 7,382,720 2,864,370

有価証券 4,719,299 4,834,559

未成工事支出金 3,088,182 4,832,281

商品 10,006 16,595

材料貯蔵品 19,462 18,577

その他 630,835 880,917

貸倒引当金 △5,917 △2,322

流動資産合計 18,644,372 16,158,162

固定資産   

有形固定資産 990,377 991,530

無形固定資産 204,861 206,886

投資その他の資産 2,836,174 2,996,763

固定資産合計 4,031,414 4,195,180

資産合計 22,675,786 20,353,343

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,356,850 2,999,223

未払費用 1,224,916 861,391

未払法人税等 724,199 8,168

未成工事受入金 1,564,580 2,561,316

完成工事補償引当金 27,379 28,739

工事損失引当金 243,330 162,806

その他 381,625 74,628

流動負債合計 8,522,882 6,696,274

固定負債   

退職給付引当金 465,017 465,771

役員退職慰労引当金 306,688 323,695

固定負債合計 771,705 789,466

負債合計 9,294,588 7,485,740

純資産の部   

株主資本   

資本金 470,494 470,494

資本剰余金 316,244 316,244

利益剰余金 12,576,397 12,021,872

自己株式 △875 △892

株主資本合計 13,362,261 12,807,718

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,936 59,883

評価・換算差額等合計 18,936 59,883

純資産合計 13,381,197 12,867,602

負債純資産合計 22,675,786 20,353,343
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高   

完成工事高 6,664,721 6,584,156

商品売上高 368,411 301,511

売上高合計 7,033,133 6,885,667

売上原価   

完成工事原価 4,997,925 5,069,434

商品売上原価 266,997 207,386

売上原価合計 5,264,922 5,276,821

売上総利益 1,768,210 1,608,846

販売費及び一般管理費 2,222,075 2,197,237

営業損失（△） △453,864 △588,390

営業外収益   

受取利息 7,556 10,191

受取配当金 9,151 9,363

その他 14,299 15,485

営業外収益合計 31,007 35,040

営業外費用   

有価証券償還損 7,045 －

デリバティブ評価損 5,495 －

減価償却費 － 1,492

貸倒引当金繰入額 1,250 2,500

その他 6,329 2,382

営業外費用合計 20,119 6,375

経常損失（△） △442,976 △559,725

特別利益   

投資有価証券売却益 － 625

特別利益合計 － 625

特別損失   

固定資産除却損 3,579 223

投資有価証券評価損 7,005 －

賃貸借契約解約損 674 4,357

特別損失合計 11,258 4,581

税引前四半期純損失（△） △454,235 △563,680

法人税、住民税及び事業税 3,700 3,500

法人税等調整額 △154,789 △201,167

法人税等合計 △151,089 △197,667

四半期純損失（△） △303,145 △366,012
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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）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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