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(百万円未満切捨て)
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）

（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 39,162 △7.0 780 △36.8 955 △36.9 669 66.0

26年３月期第１四半期 42,104 △7.0 1,235 △51.2 1,514 △42.1 403 △69.8
(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 68百万円(△98.0％) 26年３月期第１四半期 3,419百万円( 143.2％)
　

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 19.00 －

26年３月期第１四半期 11.18 －
　

　

（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 ％

27年３月期第１四半期 163,942 85,937 50.2

26年３月期 166,680 84,712 48.3
(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 82,229百万円 26年３月期 80,448百万円
　

　

　

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

26年３月期 － 20.00 － 25.00 45.00

27年３月期 －

27年３月期(予想) 20.00 － 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)

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) 84,500 △0.5 2,300 △6.0 2,600 △20.0 1,200 67.6 33.52

通期 193,500 4.4 8,800 8.9 9,500 2.2 5,100 22.7 142.46
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

決算短信 （宝印刷）  2014年08月07日 12時53分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



※ 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 ： 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
　

　

（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) 27年３月期１Ｑ 36,782,009株 26年３月期 36,782,009株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 1,537,227株 26年３月期 1,537,054株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 35,244,842株 26年３月期１Ｑ 36,047,505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１四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が続き、欧州でも持ち直しの動きが見ら

れましたが、ＡＳＥＡＮ地域等の新興諸国においては、政情不安や通貨安を背景とした伸び悩みの傾向が続きまし

た。日本経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動を一時的に受けたものの、緩やかな回復基調で推移

いたしました。

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間における受注工事高は、タイなど海外で受注が増加した一

方、国内で受注が減少したことにより、429億47百万円(前年同期比5.6％減少)となり、うち海外の受注工事高は、

197億12百万円(前年同期比2.3％増加)となりました。

完成工事高は、国内で工事量が増加しましたが、海外で前期からの繰越工事高が減少したことなどにより、391

億62百万円(前年同期比7.0％減少)となり、うち海外の完成工事高は、222億８百万円（前年同期比25.7％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29億42百万円減少したことなどにより、営業利益は７億80百

万円(前年同期比４億55百万円減少)、経常利益は９億55百万円(前年同期比５億59百万円減少)、四半期純利益は６

億69百万円(前年同期比２億66百万円増加)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、前年同期にビル空調分野において大型工事の受注があった反動などで、減少しました。完成工事

高は、主にタイなど海外における産業空調分野の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、295億79百万円(前年同期比21.8％減少)となりました。このうちビル空調分野は、102

億92百万円(前年同期比41.3％減少)、産業空調分野は、192億86百万円(前年同期比4.9％減少)となりました。完成

工事高は、241億91百万円(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、96億43百万円(前年同

期比97.0％増加)、産業空調分野は145億48百万円(前年同期比33.9％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４億43百万円(前年同期比７億42百万円減少)となりました。

塗装システム事業

受注工事高は、国内やタイなどにおいて自動車メーカーの設備投資が行われたことにより、増加しました。完成

工事高は、北米やインド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、133億67百万円(前年同期比74.8％増加)となり、完成工事高は、150億４百万円(前年

同期比1.5％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３億28百万円(前年同期比36百万円増

加)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

（資産）

当第１四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4.6％減少し、1,255億３百万円となりまし

た。これは現金預金が22億50百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が64億44百万円、有価証券が39億91

百万円それぞれ減少したことなどによります。

当第１四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9.6％増加し、384億39百万円となりまし

た。

この結果、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1.6％減少し、1,639億42百万円

となりました。
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（負債）

当第１四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6.3％減少し、687億65百万円となりまし

た。これは未成工事受入金が18億24百万円増加し、支払手形・工事未払金等が56億64百万円減少したことなどに

よります。

当第１四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7.5％増加し、92億39百万円となりました。

この結果、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4.8％減少し、780億５百万円と

なりました。

（純資産）

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1.4％増加し、859億37百万円となりまし

た。これは利益剰余金が22億33百万円増加し、為替換算調整勘定が５億61百万円、少数株主持分が５億55百万円

それぞれ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

平成26年５月15日に発表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想について変更はありません。

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) 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、割引率の決定方法を割引率決定の基礎

となる債権の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法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いたしました。

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1,412百万円減少し、退職給付に係る資

産が2,392百万円、利益剰余金が2,444百万円、少数株主持分が３百万円それぞれ増加しております。また、当

第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用)

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成

25年12月25日)を当第１四半期連結会計期間より適用しております。なお、現在導入している制度は、当第１四

半期連結会計期間の期首より前に締結された信託契約によるため、それに係る会計処理については従来採用し

ていた方法を継続適用しております。そのため、当第１四半期連結財務諸表への影響はありません。
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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

現金預金 39,831 42,081

受取手形・完成工事未収入金等 73,298 66,854

有価証券 6,009 2,018

未成工事支出金 3,741 3,337

材料貯蔵品 410 482

その他 8,623 10,985

貸倒引当金 △301 △257

流動資産合計 131,613 125,503

固定資産

有形固定資産 8,769 8,603

無形固定資産

のれん 2,779 2,674

その他 936 915

無形固定資産合計 3,715 3,589

投資その他の資産

投資有価証券 19,634 20,759

退職給付に係る資産 － 2,482

その他 2,978 3,067

貸倒引当金 △31 △63

投資その他の資産合計 22,582 26,246

固定資産合計 35,067 38,439

資産合計 166,680 163,942

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 44,600 38,936

短期借入金 5,850 5,946

未払法人税等 950 530

未成工事受入金 13,029 14,853

賞与引当金 － 65

完成工事補償引当金 759 661

工事損失引当金 1,010 718

役員賞与引当金 78 －

独占禁止法関連損失引当金 592 592

その他 6,503 6,459

流動負債合計 73,375 68,765

固定負債

長期借入金 491 1,521

役員退職慰労引当金 99 78

厚生年金基金解散損失引当金 651 651

退職給付に係る負債 2,625 1,231

その他 4,725 5,757

固定負債合計 8,592 9,239

負債合計 81,968 78,005
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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)

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 61,908 64,141

自己株式 △2,915 △2,916

株主資本合計 72,792 75,024

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,765 6,900

繰延ヘッジ損益 △6 14

為替換算調整勘定 1,158 597

退職給付に係る調整累計額 △261 △309

その他の包括利益累計額合計 7,656 7,204

少数株主持分 4,263 3,708

純資産合計 84,712 85,937

負債純資産合計 166,680 163,942
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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)

完成工事高 42,104 39,162

完成工事原価 36,641 34,217

完成工事総利益 5,462 4,944

販売費及び一般管理費 4,227 4,163

営業利益 1,235 780

営業外収益

受取利息 85 118

受取配当金 106 121

不動産賃貸料 33 34

為替差益 68 －

貸倒引当金戻入額 5 5

持分法による投資利益 24 －

その他 103 66

営業外収益合計 427 345

営業外費用

支払利息 54 58

不動産賃貸費用 17 7

為替差損 － 33

持分法による投資損失 － 37

その他 76 34

営業外費用合計 148 171

経常利益 1,514 955

特別利益

固定資産処分益 6 1

投資有価証券売却益 53 －

特別利益合計 60 1

特別損失

固定資産処分損 26 1

投資有価証券評価損 － 0

関係会社株式売却損 73 －

特別損失合計 100 2

税金等調整前四半期純利益 1,474 954

法人税、住民税及び事業税 841 592

法人税等調整額 △97 △328

法人税等合計 743 264

少数株主損益調整前四半期純利益 730 690

少数株主利益 327 20

四半期純利益 403 669
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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利益 730 690

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 805 135

繰延ヘッジ損益 22 21

為替換算調整勘定 1,817 △705

退職給付に係る調整額 － △43

持分法適用会社に対する持分相当額 43 △28

その他の包括利益合計 2,688 △621

四半期包括利益 3,419 68

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,933 217

少数株主に係る四半期包括利益 486 △149
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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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 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）

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 26,904 15,200 42,104 － 42,104

セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 35 35 △35 －

計 26,904 15,235 42,140 △35 42,104

セグメント利益 1,185 292 1,478 35 1,514

(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35百万円は、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)41百万円及びその他の調整額△５百万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。

Ⅱ 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）

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 24,187 14,974 39,162 － 39,162

セグメント間の内部
売上高又は振替高

4 30 34 △34 －

計 24,191 15,004 39,196 △34 39,162

セグメント利益 443 328 771 183 955

(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183百万円は、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)185百万円及びその他の調整額△１百万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。
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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。

３ 報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更し

たことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

当該変更による、セグメント利益に与える影響は軽微であります。
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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)

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 17,547 38.6 10,292 24.0 △7,255 △41.3

産業空調 20,276 44.6 19,286 44.9 △990 △4.9

小計 37,823 83.2 29,579 68.9 △8,244 △21.8

(うち海外) (13,129) (28.9) (9,797) (22.8) (△3,332) (△25.4)

塗装システム事業 7,649 16.8 13,367 31.1 5,718 74.8

(うち海外) (6,147) (13.5) (9,915) (23.1) (3,768) (61.3)

合計 45,473 100.0 42,947 100.0 △2,526 △5.6

(うち海外) (19,276) (42.4) (19,712) (45.9) (436) (2.3)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 4,894 11.6 9,643 24.6 4,749 97.0

産業空調 22,009 52.3 14,544 37.2 △7,465 △33.9

小計
(注)２,３

26,904 63.9 24,187 61.8 △2,717 △10.1

(うち海外) (15,934) (37.9) (8,937) (22.8) (△6,997) (△43.9)

塗装システム事業 (注)２,３ 15,200 36.1 14,974 38.2 △226 △1.5

(うち海外) (13,954) (33.1) (13,270) (33.9) (△684) (△4.9)

合計 42,104 100.0 39,162 100.0 △2,942 △7.0

(うち海外) (29,889) (71.0) (22,208) (56.7) (△7,681) (△25.7)

繰越工事高

環境システム事業 ビル空調 40,678 29.4 46,062 31.2 5,384 13.2

産業空調 38,484 27.8 39,800 27.0 1,316 3.4

小計 79,162 57.2 85,862 58.2 6,700 8.5

(うち海外) (27,781) (20.1) (26,502) (18.0) (△1,279) (△4.6)

塗装システム事業 59,139 42.8 61,783 41.8 2,644 4.5

(うち海外) (57,472) (41.5) (57,482) (38.9) (10) (0.0)

合計 138,302 100.0 147,646 100.0 9,344 6.8

(うち海外) (85,254) (61.6) (83,984) (56.9) (△1,270) (△1.5)

(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 当第１四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高 24,187百万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24,191百万円との差異４百万円、及び塗装システム事業の完成工事高14,974百万円とセグ

メント情報における塗装システム事業の売上高15,004百万円との差異30百万円は、セグメント間の内部売上高

であります。

3 前第１四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高26,904百万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26,904百万円との差異０百万円、及び塗装システム事業の完成工事高15,200百万円とセグメ

ント情報における塗装システム事業の売上高15,235百万円との差異35百万円は、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１四半期
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
累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30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 17,064 59.5 9,585 38.4 △7,479 △43.8

産業空調 7,361 25.6 9,523 38.2 2,162 29.4

小計 24,426 85.1 19,109 76.6 △5,317 △21.8

(うち海外) (248) (0.9) (59) (0.3) (△189) (△76.2)

塗装システム事業 4,267 14.9 5,841 23.4 1,574 36.9

(うち海外) (3,189) (11.1) (2,652) (10.6) (△537) (△16.8)

合計 28,693 100.0 24,951 100.0 △3,742 △13.0

(うち海外) (3,438) (12.0) (2,711) (10.9) (△727) (△21.1)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 4,582 28.0 9,289 49.2 4,707 102.7

産業空調 6,263 38.2 5,674 30.1 △589 △9.4

小計 10,846 66.2 14,964 79.3 4,118 38.0

(うち海外) (223) (1.4) (81) (0.4) (△142) (△63.7)

塗装システム事業 5,549 33.8 3,916 20.7 △1,633 △29.4

(うち海外) (4,627) (28.2) (2,429) (12.9) (△2,198) (△47.5)

合計 16,395 100.0 18,880 100.0 2,485 15.2

(うち海外) (4,851) (29.6) (2,510) (13.3) (△2,341) (△48.3)

繰越工事高

環境システム事業 ビル空調 40,387 65.4 45,146 61.1 4,759 11.8

産業空調 11,135 18.1 13,325 18.1 2,190 19.7

小計 51,523 83.5 58,471 79.2 6,948 13.5

(うち海外) (451) (0.7) (40) (0.1) (△411) (△91.1)

塗装システム事業 10,194 16.5 15,396 20.8 5,202 51.0

(うち海外) (8,870) (14.4) (11,415) (15.4) (2,545) (28.7)

合計 61,718 100.0 73,867 100.0 12,149 19.7

(うち海外) (9,322) (15.1) (11,456) (15.5) (2,134) (22.9)
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(3) 地域に関する情報

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)

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)

12,215 2,893 10,331 7,439 4,366 102 2,490

その他
(百万円)

合計
(百万円)

2,263 42,104

　

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

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)

16,953 1,306 4,672 7,273 4,348 368 352

その他
(百万円)

合計
(百万円)

3,885 39,162
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