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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6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 ％

27年3月期第1四半期 13,705 11.0 △219 ― △204 ― △248 ―
26年3月期第1四半期 12,351 △7.3 △277 ― △180 ― △132 ―

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 △68百万円 （―％） 26年3月期第1四半期 139百万円 （―％）

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

27年3月期第1四半期 △18.44 ―
26年3月期第1四半期 △9.84 ―

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

27年3月期第1四半期 46,238 14,851 32.1 1,102.99
26年3月期 50,066 15,242 30.4 1,132.03
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 14,851百万円 26年3月期 15,242百万円

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

26年3月期 ― 9.00 ― 10.00 19.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3. 平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 74,000 4.4 2,700 6.7 3,000 4.6 1,600 21.4 118.83



(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きは実施中であります。 

※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。 

※ 注記事項

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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期1Q 13,988,000 株 26年3月期 13,988,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 523,662 株 26年3月期 523,564 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 13,464,387 株 26年3月期1Q 13,464,521 株
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税による影響はあったものの、円安・株高を背景と

した企業業績の好転や公共投資の増加などで緩やかな回復で推移しました。しかし、円安による原材料の高騰、電

力事情などの懸念材料があり、海外では新興国経済に減速が見られるなど、先行きには不安定な要素があります。

建設業界におきましては、省エネ・節電を主とした設備更新や代替エネルギー投資は堅調であり、人件費や資材

の高騰が見られるものの、公共工事の復活と共に緩やかな回復を維持しております。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなりました。

売上高は13,705百万円(前年同期比11.0％増)となりました。利益面につきましては、営業損失が219百万円(前年同

期損失額277百万円)となり、経常損失は204百万円(前年同期損失額180百万円)となりました。また、四半期純損失

は248百万円(前年同期損失額132百万円)となりました。

なお、当社グループは売上高が第4四半期に集中する傾向があり、業績には季節的変動があります。

商品販売事業におきましては、空調機器、制御機器、省エネ機器を中心とした設備機器の販売を行っております。

売上高は10,915百万円(前年同期比10.6％増)、売上総利益は1,794百万円(前年同期比3.8％増)となりました。

工事事業におきましては、主に計装工事の設計・施工および空調その他機器のメンテナンス・アフターサービス

を行っております。売上高は2,738百万円(前年同期比13.3％増)、売上総利益は643百万円(前年同期比12.5％増)と

なりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産の状況）

当第１四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て3,828百万円減少し、46,238百万円となり

ました。これは売掛金等の回収により得た現金を買掛金等の支払や借入金等の返済にまわすなど、流動資産が4,209

百万円減少したことが主な要因です。

（負債の状況）

当第１四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て3,437百万円減少し、31,387百万円となり

ました。これは支払手形及び買掛金や電子記録債務の純減額2,531百万円と、法人税等の支払いによる未払法人税等

の減少1,237百万円が主な要因です。

（純資産の状況）

当第１四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て391百万円減少し、14,851百万円となり

ました。これは保有有価証券の時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加171百万円があったものの、配当金

の支払、退職給付会計の会計基準変更による影響、並びに、四半期純損失の計上により利益剰余金が570百万円減少

したことが主な要因です。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は32.1％となり、前連結会計年度末に比べ1.7％増加しま

した。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期連結業績予想につきましては、平成26年５月14日に公表いたしました連結業績予想に変更はあり

ません。　
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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

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

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職

給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業

員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの

金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１

四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が293百万円増加し、利益剰余金が187百

万円減少しております。なお、損益に与える影響は軽微であります。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,085 4,345

受取手形及び売掛金 23,460 17,958

有価証券 173 -

たな卸資産 1,843 2,752

繰延税金資産 598 664

未収入金 4,547 5,733

その他 157 193

貸倒引当金 △11 △1

流動資産合計 35,855 31,645

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,114 3,111

土地 5,039 5,039

その他 716 723

減価償却累計額 △2,143 △2,172

有形固定資産合計 6,726 6,701

無形固定資産

のれん 39 29

その他 126 122

無形固定資産合計 166 152

投資その他の資産

投資有価証券 4,495 4,859

繰延税金資産 161 180

その他 2,786 2,826

貸倒引当金 △125 △127

投資その他の資産合計 7,317 7,738

固定資産合計 14,211 14,592

資産合計 50,066 46,238
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,808 12,160

電子記録債務 1,798 1,914

短期借入金 6,422 7,361

1年内償還予定の社債 389 359

未払法人税等 1,475 237

未成工事受入金 345 591

賞与引当金 1,018 379

役員賞与引当金 20 1

その他 1,252 1,554

流動負債合計 27,529 24,560

固定負債

社債 741 611

長期借入金 4,064 3,386

退職給付に係る負債 1,635 1,917

役員退職慰労引当金 538 597

繰延税金負債 - 14

その他 314 299

固定負債合計 7,294 6,826

負債合計 34,824 31,387

純資産の部

株主資本

資本金 1,857 1,857

資本剰余金 1,829 1,829

利益剰余金 10,596 10,025

自己株式 △181 △182

株主資本合計 14,100 13,530

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,203 1,374

退職給付に係る調整累計額 △61 △53

その他の包括利益累計額合計 1,141 1,320

純資産合計 15,242 14,851

負債純資産合計 50,066 46,238
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 12,351 13,705

売上原価 10,007 11,235

売上総利益 2,344 2,470

販売費及び一般管理費 2,621 2,690

営業損失（△） △277 △219

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 27 23

仕入割引 90 98

有価証券売却益 28 -

不動産賃貸料 0 15

雑収入 31 64

営業外収益合計 180 202

営業外費用

支払利息 31 32

手形売却損 8 6

不動産賃貸原価 0 113

貸倒引当金繰入額 3 2

不正関連損失 19 -

雑損失 19 33

営業外費用合計 82 188

経常損失（△） △180 △204

特別利益

投資有価証券売却益 13 -

特別利益合計 13 -

特別損失

投資有価証券評価損 - 100

特別損失合計 - 100

税金等調整前四半期純損失（△） △167 △305

法人税、住民税及び事業税 21 5

法人税等調整額 △56 △62

法人税等合計 △34 △56

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △132 △248

四半期純損失（△） △132 △248
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △132 △248

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 271 171

退職給付に係る調整額 - 8

その他の包括利益合計 271 179

四半期包括利益 139 △68

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 139 △68

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

該当事項はありません。
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