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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第60期
第３四半期
連結累計期間

第61期
第３四半期
連結累計期間

第60期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 25,793,763 30,577,793 41,964,527

経常利益（千円） 406,771 72,130 1,107,734

四半期（当期）純利益又は四半期純

損失（△）（千円）
252,758 △449,362 500,580

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
15,975 △653,622 194,984

純資産額（千円） 18,127,069 17,452,874 18,305,903

総資産額（千円） 33,262,436 35,120,435 35,427,644

１株当たり四半期(当期)純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

19.02 △33.82 37.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 54.5 49.7 51.7

　

回次
第60期
第３四半期
連結会計期間

第61期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純損失金額（△）

（円）
△7.64 △12.96

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第61期第３四半期連結累計期間について

は１株当たり四半期純損失金額であり、潜在株式が存在しないため、また、第60期及び第60期第３四半期連結

累計期間については潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第60期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況にある中で、景気は緩

やかに持ち直してまいりましたが、長引く円高の影響や米国経済の停滞、欧州の金融・財政不安がもたらす世界的

な景気減速懸念などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループ関連の建設業界におきましても、公共投資は東日本大震災の復旧・復興投資もあり、下げ止まって

きたものの、民間投資は低調に推移し、それに伴う価格競争の激化で、経営環境は依然として厳しい状況が続いてお

ります。

このような状況のもと、当連結会計年度は当社グループの創業70周年事業として発足し作成した成長戦略

“Decade　Strategy　2020”の1年目にあたり、総力をあげて受注及び利益の確保、経営の効率化を推進してまいりま

した。

この結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は中国の子会社において大型案件を受注したこともあり、前年同

四半期比11.7％増の364億65百万円となり、売上高は前年同四半期比18.5％増の305億77百万円となりました。

利益面につきましては、前年同四半期は原価低減が大幅に図られた大型工事があり、利益を大きく押し上げまし

たが、当四半期においては、利益面に大きく寄与する大型工事が無かったこともあり、営業損失は99百万円（前年同

四半期は営業利益３億８百万円）、経常利益は72百万円（前年同四半期比82.3％減）となりました。また、四半期純

損失は特別損失に貸倒引当金繰入額３億62百万円を計上し、更には税制改正による法人税率変更の影響で法人税等

が増加した結果、４億49百万円（前年同四半期は四半期純利益２億52百万円）となりました。

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、連結会計年度末に完成する工事の割合が大きくなる傾向

があり、一方、販売費及び一般管理費などの固定費は各四半期にほぼ均等に発生するため、利益が連結会計年度末に

偏るという季節的変動があります。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①　日本

売上高につきましては、256億90百万円（前年同四半期比16.0％増）となり、セグメント損失は41百万円（前

年同四半期はセグメント利益３億22百万円）となりました。

②　米国

売上高につきましては、26億19百万円（前年同四半期比2.8％減）となり、セグメント損失は90百万円（前年

同四半期はセグメント損失29百万円）となりました。

③　中国

売上高につきましては、22億67百万円（前年同四半期比138.7％増）となり、セグメント利益は31百万円（前

年同四半期比91.6％増）となりました。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はございません。

(3）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費は71百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 55,000,000

計 55,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 14,364,975 14,364,975

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 14,364,975 14,364,975 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高
（千円）

平成23年10月１日～

平成23年12月31日
－ 14,364,975 － 5,195,057 － 5,086,553

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,077,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,156,000 13,156 －

単元未満株式 普通株式 131,975 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 14,364,975 － －

総株主の議決権 － 13,156 －

　

②【自己株式等】

 平成23年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

大成温調株式会社

東京都品川区大井

一丁目47番１号
1,077,000－ 1,077,000 7.50

計 － 1,077,000－ 1,077,000 7.50

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 10,719,117 8,370,298

受取手形・完成工事未収入金等 14,786,374 ※
 15,644,990

有価証券 499,818 39,916

未成工事支出金 1,326,837 2,541,658

商品 9,302 16,354

原材料 284,016 64,974

繰延税金資産 386,208 387,675

その他 694,853 1,195,185

貸倒引当金 △203,042 △209,687

流動資産合計 28,503,486 28,051,366

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 3,467,294 3,464,334

機械、運搬具及び工具器具備品 784,832 761,991

土地 1,875,062 1,890,317

建設仮勘定 9,385 80,121

その他 55,008 68,976

減価償却累計額 △2,653,496 △2,701,582

有形固定資産合計 3,538,086 3,564,158

無形固定資産 48,427 41,405

投資その他の資産

投資有価証券 1,693,885 1,784,407

長期貸付金 284,018 573,401

繰延税金資産 422,433 445,452

その他 1,963,496 2,004,696

貸倒引当金 △1,026,190 △1,344,454

投資その他の資産合計 3,337,643 3,463,504

固定資産合計 6,924,157 7,069,069

資産合計 35,427,644 35,120,435
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 12,992,526 ※
 11,910,419

短期借入金 360,000 912,484

未払法人税等 39,193 170,301

未成工事受入金 1,389,731 2,653,325

賞与引当金 275,994 138,200

完成工事補償引当金 36,123 49,213

工事損失引当金 469,567 506,200

その他の引当金 5,857 8,649

その他 998,054 721,510

流動負債合計 16,567,050 17,070,304

固定負債

長期借入金 862 1,851

退職給付引当金 397,363 443,841

その他の引当金 9,807 24,691

負ののれん 72,325 58,764

その他 74,330 68,107

固定負債合計 554,690 597,255

負債合計 17,121,740 17,667,560

純資産の部

株主資本

資本金 5,195,057 5,195,057

資本剰余金 5,087,248 5,087,248

利益剰余金 8,851,358 8,202,685

自己株式 △306,140 △306,238

株主資本合計 18,827,522 18,178,753

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 138,952 54,282

為替換算調整勘定 △660,571 △780,161

その他の包括利益累計額合計 △521,619 △725,878

純資産合計 18,305,903 17,452,874

負債純資産合計 35,427,644 35,120,435
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第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)

売上高

完成工事高 25,027,536 30,031,533

その他の事業売上高 766,227 546,259

売上高合計 25,793,763 30,577,793

売上原価

完成工事原価 22,213,836 27,473,833

その他の事業売上原価 603,302 396,370

売上原価合計 22,817,138 27,870,203

売上総利益

完成工事総利益 2,813,700 2,557,700

その他の事業総利益 162,924 149,889

売上総利益合計 2,976,625 2,707,589

販売費及び一般管理費 2,668,239 2,807,251

営業利益又は営業損失（△） 308,386 △99,661

営業外収益

受取利息及び配当金 46,202 56,356

受取保険金 68,418 116,363

投資有価証券売却益 110 2

貸倒引当金戻入額 － 12,435

その他 30,867 48,726

営業外収益合計 145,599 233,883

営業外費用

支払利息 6,571 4,419

為替差損 32,251 55,062

その他 8,391 2,608

営業外費用合計 47,214 62,091

経常利益 406,771 72,130

特別利益

退職給付制度改定益 149,355 －

特別利益合計 149,355 －

特別損失

固定資産売却損 － 934

固定資産除却損 9,987 －

投資有価証券評価損 364 15,210

貸倒引当金繰入額 － 362,754

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,914 －

特別損失合計 17,265 378,899

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

538,861 △306,769

法人税等 286,103 142,593

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

252,758 △449,362

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 252,758 △449,362
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

252,758 △449,362

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,178 △84,669

為替換算調整勘定 △208,604 △119,589

その他の包括利益合計 △236,783 △204,259

四半期包括利益 15,975 △653,622

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 15,975 △653,622
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第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）

税金費用の計算 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を

欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

【追加情報】

当第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）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及

び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

この税率変更により、当第３四半期連結累計期間における未払法人税等は59,991千円増加し、法人税等は同額増加して

おります。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

───────　

　

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であっ

たため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が第３四

半期連結会計期間末日残高に含まれております。

受取手形 106,273千円

支払手形 1,357,154

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第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）

当社グループの売上高は、主たる事業である設備工事事

業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連

結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間

から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、

第４四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなると

いった季節的変動があります。

当社グループの売上高は、主たる事業である設備工事事

業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連

結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間

から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、

第４四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなると

いった季節的変動があります。　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び負ののれんの償却額

は、次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第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）

減価償却費 120,193千円

負ののれんの償却額 △13,561

減価償却費 113,912千円

負ののれんの償却額 △13,561

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 199,398 15 平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第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）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 199,309 15 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22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

（単位：千円）

 
報告セグメント その他

（注）
合計

日本 米国 中国 計

売上高       

外部顧客への売上高 22,148,3782,695,658949,72725,793,763－ 25,793,763

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 22,148,3782,695,658949,72725,793,763－ 25,793,763

セグメント利益又は損失（△） 322,577△29,42116,464309,621△591 309,030

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、豪州の現地法人の事業活動を含

んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 309,621

「その他」の区分の損失（△） △591

セグメント間取引消去 △644

四半期連結損益計算書の営業利益 308,386

　

Ⅱ　当第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）

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

（単位：千円）

 
報告セグメント その他

（注）
合計

日本 米国 中国 計

売上高       

外部顧客への売上高 25,690,9712,619,6312,267,19030,577,793－ 30,577,793

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 25,690,9712,619,6312,267,19030,577,793－ 30,577,793

セグメント利益又は損失（△） △41,062△90,55331,546△100,068△672△100,741

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、豪州の現地法人の事業活動を含

んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

損失（△） 金額

報告セグメント計 △100,068

「その他」の区分の損失（△） △672

セグメント間取引消去 1,079

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △99,661
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
19円2銭 △33円82銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
252,758 △449,362

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損

失金額（△）（千円）
252,758 △449,362

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,290 13,287

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、当第３四半期連結累計期間については１株当たり四半

期純損失金額であり、潜在株式が存在しないため、また、前第３四半期連結累計期間については潜在株式が存在

しないため記載しておりません。　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年２月９日

大成温調株式会社

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 並木　健治　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 秋田　秀樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大成温調株式会社
の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成
23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財
務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して
四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大成温調株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。
　
利害関係
　　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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