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(百万円未満切捨て)
１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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 ％

26年３月期第３四半期 129,940 △11.9 4,508 △39.7 5,445 △32.2 2,895 △36.7

25年３月期第３四半期 147,417 6.6 7,472 14.1 8,033 13.5 4,575 27.5
(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 8,370百万円( 66.5％) 25年３月期第３四半期 5,027百万円( 253.8％)
　

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３四半期 80.51 －

25年３月期第３四半期 125.89 －
　

　

（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 ％

26年３月期第３四半期 157,888 82,567 49.9

25年３月期 163,014 78,537 46.2
(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 78,846百万円 25年３月期 75,237百万円
　

　

　

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

25年３月期 － 15.00 － 35.00 50.00

26年３月期 － 20.00 －

26年３月期(予想) 25.00 45.00
(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月期の連結業績予想（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 188,000 △13.0 7,500 △23.6 8,700 △18.9 4,800 △22.6 133.46
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 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
　

　

（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) 26年３月期３Ｑ 36,782,009株 25年３月期 36,782,009株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 1,536,460株 25年３月期 734,367株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 35,967,179株 25年３月期３Ｑ 36,347,956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、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連結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。業績予想に関
する事項については、添付資料P.３「１．当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな回復基調が続いており、欧州

でも持ち直しの兆しが見られますが、中国をはじめとする新興国においては、成長ペースが鈍化す

るなど弱含みで推移しました。日本経済は、為替の円高是正が進み、輸出や生産が増加するなど、

景気は緩やかな回復基調をたどりました。 

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間における受注工事高は、北米やタイなど海外

で受注が減少した一方、国内で受注が増加したことにより、1,471億35百万円(前年同期比2.7％増

加)となり、うち海外の受注工事高は、809億97百万円(前年同期比4.8％減少)となりました。 

完成工事高は、国内や中国、シンガポール、タイなどで工事量が減少したことにより、1,299億40

百万円(前年同期比11.9％減少)となり、うち海外の完成工事高は、834億44百万円(前年同期比4.2％

減少)となりました。 

利益面につきましては、完成工事高が前年同期比で174億77百万円減少したことなどにより、営業

利益は45億８百万円(前年同期比29億64百万円減少)、経常利益は54億45百万円(前年同期比25億88百

万円減少)、四半期純利益は28億95百万円(前年同期比16億80百万円減少)となりました。 

 

セグメントごとの業績(セグメント間の内部取引高を含む)は次のとおりであります。 

 

環境システム事業 

受注工事高は、ビル空調分野の受注が好調でしたが、産業空調分野の受注が低調だったことによ

り、減少しました。完成工事高は、ビル空調と産業空調の両分野において工事量が前年同期を下回

り、減少しました。 

この結果、受注工事高は、953億94百万円(前年同期比3.4％減少)となりました。このうちビル空

調分野は、400億26百万円(前年同期比39.3％増加)、産業空調分野は、553億67百万円(前年同期比

20.9％減少)となりました。完成工事高は、810億29百万円(前年同期比10.1％減少)となりました。

このうちビル空調分野は、229億33百万円(前年同期比11.4％減少)、産業空調分野は580億95百万円

(前年同期比9.5％減少)となりました。セグメント利益(経常利益)につきましては23億77百万円(前

年同期比19億23百万円減少)となりました。 

 

塗装システム事業 

受注工事高は、中国やロシアなどにおいて、自動車メーカー向けの大型設備の需要が回復したこ

となどにより、増加しました。完成工事高は、国内や中国、北米などにおける工事量が前年同期を

下回り、減少しました。 

この結果、受注工事高は、517億41百万円（前年同期比16.1％増加）となり、完成工事高は、489

億56百万円（前年同期比14.6％減少）となりました。セグメント利益(経常利益)につきましては26

億82百万円(前年同期比８億23百万円減少)となりました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ5.9％減少し、1,222億65百

万円となりました。これは現金預金が41億59百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が167

億30百万円減少したことなどによります。 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は前連結会計年度末に比べ7.8％増加し、356億22百万

円となりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ3.1％減少し、

1,578億88百万円となりました。 

 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は前連結会計年度末に比べ13.8％減少し、670億15百万

円となりました。これは未成工事受入金が22億２百万円増加し、支払手形・工事未払金等が126億

47百万円減少したことなどによります。 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は前連結会計年度末に比べ23.0％増加し、83億４百万

円となりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ10.8％減少し、

753億20百万円となりました。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ5.1％増加し、825億67百

万円となりました。これは利益剰余金が９億13百万円、その他有価証券評価差額金が22億56百万

円、為替換算調整勘定が22億14百万円それぞれ増加し、自己株式の取得により17億41百万円減少

したことなどによります。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の業績予想につきましては、完成工事高1,880億円、営業利益75億円、経常利益87億円、当期

純利益48億円と平成25年５月15日に発表した通期の業績予想を下回る見込みであります。完成工事

高は、環境システム事業の産業空調分野において国内の受注が減少したことに加え、中国、シンガ

ポール、タイなどの海外子会社において工事量が減少したことによるものであります。また、利益

面につきましては、主として海外子会社の完成工事高が減少したことによるものであります。 

 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

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。 
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 30,131 34,290

受取手形・完成工事未収入金等 81,950 65,220

有価証券 7,004 7,008

未成工事支出金 1,754 3,398

材料貯蔵品 762 576

その他 8,673 12,035

貸倒引当金 △300 △264

流動資産合計 129,976 122,265

固定資産   

有形固定資産 8,494 8,592

無形固定資産   

のれん 2,325 2,564

その他 984 919

無形固定資産合計 3,309 3,483

投資その他の資産   

投資有価証券 18,171 20,173

その他 3,232 3,573

貸倒引当金 △169 △199

投資その他の資産合計 21,233 23,546

固定資産合計 33,037 35,622

資産合計 163,014 157,888

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 47,451 34,804

短期借入金 4,425 4,882

未払法人税等 749 798

未成工事受入金 13,539 15,741

賞与引当金 － 938

完成工事補償引当金 927 835

工事損失引当金 1,680 1,319

役員賞与引当金 96 45

その他 8,854 7,650

流動負債合計 77,724 67,015

固定負債   

長期借入金 770 463

退職給付引当金 2,838 2,421

役員退職慰労引当金 133 95

厚生年金基金解散損失引当金 － 651

その他 3,010 4,671

固定負債合計 6,752 8,304

負債合計 84,476 75,320
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,455 6,455

資本剰余金 7,344 7,344

利益剰余金 59,735 60,648

自己株式 △1,173 △2,914

株主資本合計 72,361 71,533

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,245 7,501

繰延ヘッジ損益 △11 △44

為替換算調整勘定 △2,358 △144

その他の包括利益累計額合計 2,875 7,313

少数株主持分 3,300 3,720

純資産合計 78,537 82,567

負債純資産合計 163,014 157,888
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

完成工事高 147,417 129,940

完成工事原価 127,174 112,183

完成工事総利益 20,242 17,757

販売費及び一般管理費 12,770 13,249

営業利益 7,472 4,508

営業外収益   

受取利息 193 341

受取配当金 267 256

保険配当金 121 162

不動産賃貸料 83 101

為替差益 － 234

貸倒引当金戻入額 16 3

その他 212 196

営業外収益合計 894 1,296

営業外費用   

支払利息 148 176

不動産賃貸費用 59 55

為替差損 42 －

持分法による投資損失 29 0

その他 53 126

営業外費用合計 334 358

経常利益 8,033 5,445

特別利益   

固定資産処分益 54 71

投資有価証券売却益 255 1,169

その他 0 15

特別利益合計 310 1,256

特別損失   

固定資産処分損 15 41

投資有価証券売却損 157 0

投資有価証券評価損 39 －

関係会社株式売却損 － 73

持分変動損失 227 －

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 － 651

その他 31 5

特別損失合計 471 771

税金等調整前四半期純利益 7,872 5,930

法人税、住民税及び事業税 2,203 1,933

法人税等調整額 998 527

法人税等合計 3,202 2,461

少数株主損益調整前四半期純利益 4,669 3,469

少数株主利益 94 573

四半期純利益 4,575 2,895
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,669 3,469

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 253 2,256

繰延ヘッジ損益 △16 △43

為替換算調整勘定 118 2,617

持分法適用会社に対する持分相当額 2 70

その他の包括利益合計 357 4,900

四半期包括利益 5,027 8,370

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,065 7,332

少数株主に係る四半期包括利益 △37 1,037
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(3) 四半期連結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) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報等) 

Ⅰ  前第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） 

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 

 

報告セグメント 
調整額 
(百万円) 
(注１) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円) 
(注２) 

環境システム
事業 

(百万円) 

塗装システム
事業 

(百万円) 

合計 
(百万円) 

売上高  

  外部顧客への売上高 90,101 57,315 147,417 － 147,417

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

7 3 11 △11 －

計 90,108 57,319 147,428 △11 147,417

セグメント利益 4,300 3,505 7,806 227 8,033

(注) １  調整額は、以下のとおりであります。 

  セグメント利益の調整額227百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社

費用の純額)220百万円及びその他の調整額６百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメ

ントに帰属しない受取配当金等であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

２ 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。 
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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 

 

報告セグメント 
調整額 
(百万円) 
(注１) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円) 
(注２) 

環境システム
事業 

(百万円) 

塗装システム
事業 

(百万円) 

合計 
(百万円) 

売上高  

  外部顧客への売上高 81,026 48,913 129,940 － 129,940

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

2 42 44 △44 －

計 81,029 48,956 129,985 △44 129,940

セグメント利益 2,377 2,682 5,060 385 5,445

(注) １  調整額は、以下のとおりであります。 

  セグメント利益の調整額385百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社

費用の純額)388百万円及びその他の調整額△２百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグ

メントに帰属しない受取配当金等であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

２ 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。 
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４．補足情報 

(1) 四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（連結） 

区分 

前第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)

当第３四半期 
連結累計期間 

(自  平成25年４月１日 
  至  平成25年12月31日) 

増減 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

率 
(%) 

受注工事高   

環境システム事業 ビル空調 28,733 20.0 40,026 27.2  11,293  39.3 

 産業空調 70,008 48.9 55,367 37.6  △14,641  △20.9 

 小計 98,741 68.9 95,394 64.8  △3,347  △3.4 

 (うち海外) (43,845) (30.6) (35,175) (23.9) (△8,670) (△19.8)

塗装システム事業  44,548 31.1 51,741 35.2  7,193  16.1 

(うち海外)  (41,204) (28.8) (45,822) (31.1) (4,618) (11.2)

合計  143,289 100.0 147,135 100.0  3,846  2.7 

(うち海外)  (85,050) (59.4) (80,997) (55.0) (△4,053) (△4.8)

完成工事高   

環境システム事業 ビル空調 25,887 17.6 22,933 17.7  △2,954  △11.4 

 産業空調 64,213 43.5 58,092 44.7  △6,121  △9.5 

 
小計 
(注)２,３ 

90,101 61.1 81,026 62.4  △9,075  △10.1 

 (うち海外) (40,149) (27.2) (38,858) (29.9) (△1,291) (△3.2)

塗装システム事業 (注)２,３ 57,315 38.9 48,913 37.6  △8,402  △14.7 

(うち海外)  (46,970) (31.9) (44,586) (34.3) (△2,384) (△5.1)

合計  147,417 100.0 129,940 100.0  △17,477  △11.9 

(うち海外)  (87,120) (59.1) (83,444) (64.2) (△3,676) (△4.2)

繰越工事高   

環境システム事業 ビル空調 39,959 28.9 45,118 29.0  5,159  12.9 

 産業空調 45,066 32.5 38,471 24.7  △6,595  △14.6 

 小計 85,026 61.4 83,589 53.7  △1,437  △1.7 

 (うち海外) (32,039) (23.2) (27,883) (17.9) (△4,156) (△13.0)

塗装システム事業  53,421 38.6 72,111 46.3  18,690  35.0 

(うち海外)  (51,956) (37.5) (69,109) (44.4) (17,153) (33.0)

合計  138,447 100.0 155,701 100.0  17,254  12.5 

(うち海外)  (83,995) (60.7) (96,992) (62.3) (12,997) (15.5)

(注) 1 受注工事高、完成工事高及び繰越工事高は、外部顧客に対する取引金額となっております。 

2 前第３四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高90,101百万円とセグメント情報における環境

システム事業の売上高90,108百万円との差異７百万円、及び塗装システム事業の完成工事高57,315百万円

とセグメント情報における塗装システム事業の売上高57,319百万円との差異３百万円は、セグメント間の

内部売上高であります。 

3 当第３四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高81,026百万円とセグメント情報における環境

システム事業の売上高81,029百万円との差異２百万円、及び塗装システム事業の完成工事高48,913百万円

とセグメント情報における塗装システム事業の売上高48,956百万円との差異42百万円は、セグメント間の

内部売上高であります。 
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(2) 四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（個別） 

区分 

前第３四半期 
累計期間 

(自  平成24年４月１日 
  至  平成24年12月31日)

当第３四半期 
累計期間 

(自  平成25年４月１日 
  至  平成25年12月31日) 

増減 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

率 
(%) 

受注工事高   

 環境システム事業 ビル空調 27,529 41.2 38,385 49.1  10,856  39.4 

 産業空調 26,094 39.0 20,509 26.2  △5,585  △21.4 

 小計 53,623 80.2 58,894 75.3  5,271  9.8 

  (うち海外) (1,090) (1.6) (417) (0.5) (△673) (△61.7)

 塗装システム事業  13,210 19.8 19,333 24.7  6,123  46.4 

 (うち海外)  (10,794) (16.2) (14,782) (18.9) (3,988) (36.9)

合計  66,834 100.0 78,228 100.0  11,394  17.0 

(うち海外)  (11,885) (17.8) (15,199) (19.4) (3,314) (27.9)

完成工事高   

 環境システム事業 ビル空調 24,720 35.6 21,611 37.4  △3,109  △12.6 

 産業空調 23,810 34.2 19,914 34.4  △3,896  △16.4 

 小計 48,531 69.8 41,525 71.8  △7,006  △14.4 

  (うち海外) (883) (1.3) (783) (1.4) (△100) (△11.3)

 塗装システム事業  20,957 30.2 16,273 28.2  △4,684  △22.4 

 (うち海外)  (11,723) (16.9) (13,199) (22.8) (1,476) (12.6)

合計  69,488 100.0 57,798 100.0  △11,690  △16.8 

(うち海外)  (12,607) (18.2) (13,982) (24.2) (1,375) (10.9)

繰越工事高   

 環境システム事業 ビル空調 39,569 60.3 44,679 64.0  5,110  12.9 

 産業空調 13,283 20.3 10,633 15.2  △2,650  △20.0 

 小計 52,852 80.6 55,313 79.2  2,461  4.7 

  (うち海外) (580) (0.9) (60) (0.1) (△520) (△89.7)

 塗装システム事業  12,740 19.4 14,537 20.8  1,797  14.1 

 (うち海外)  (11,418) (17.4) (11,892) (17.0) (474) (4.2)

合計  65,592 100.0 69,850 100.0  4,258  6.5 

(うち海外)  (11,998) (18.3) (11,952) (17.1) (△46) (△0.4)
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(3) 地域に関する情報 

前第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) 

売上高 

日本 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

東南アジア 東アジア 
インド 
(百万円) タイ 

(百万円) 

その他の 
東南アジア 
(百万円) 

中国 
(百万円) 

その他の 
東アジア 
(百万円) 

60,296 8,857 28,182 18,147 18,633 1,716 3,732

 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

7,850 147,417 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

売上高 

日本 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

東南アジア 東アジア 
インド 
(百万円) タイ 

(百万円) 

その他の 
東南アジア 
(百万円) 

中国 
(百万円) 

その他の 
東アジア 
(百万円) 

46,496 9,674 24,516 22,180 12,678 1,867 4,373

 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

8,153 129,940 
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