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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 6,240 △10.8 △755 ― △719 ― △446 ―

23年3月期第2四半期 6,995 25.2 △851 ― △833 ― △515 ―

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

24年3月期第2四半期 △54.43 ―

23年3月期第2四半期 △62.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 19,350 11,730 60.6
23年3月期 20,478 12,407 60.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,730百万円 23年3月期  12,407百万円

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

23年3月期 ― 5.00 ― 25.00 30.00

24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 25.00 30.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 22,000 0.9 1,400 1.5 1,450 3.5 820 2.6 100.05



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 8,197,500 株 23年3月期 8,197,500 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,291 株 23年3月期 1,291 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,196,209 株 23年3月期2Q 8,196,314 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報告書の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
法に基づく四半期報告書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 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
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）経営成績に関する定性的情報 

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既設工事が減少したことを主因に

10,441百万円（前年同期比4.6%減）となりました。売上高は、空調計装関連事業の新設工事の減少等により、

6,240百万円（同10.8%減）となりました。 

損益面につきましては、原価低減に努めた結果、営業損失が755百万円（前年同期は851百万円の損失）、経常

損失が719百万円（前年同期は833百万円の損失）、四半期純損失は446百万円（前年同期は515百万円の損失）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、既設工事における大型物件の減少等により、9,099百万円

（前年同期比8.6%減）となりました。内訳は、新設工事が2,653百万円（同7.6%増）、既設工事が6,445百万円

（同13.9%減）でした。 

 完成工事高は、既設工事において増加したものの、新設工事の減少が響き、5,233百万円（同12.6%減）となり

ました。内訳は、新設工事が2,112百万円（同35.6%減）、既設工事が3,120百万円（同15.4%増）でした。 

 また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、162百万円（同9.2%減）となりました。 

 総じて、空調計装関連事業の受注高は9,261百万円（同8.6%減）、売上高は5,395百万円（同12.5%減）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、設備工事の増加等により、1,012百万円（前年同期比50.3%増）となりまし

た。 

完成工事高は、搬送工事の減少等により、677百万円（同2.7%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、167百万円（同24.1%増）となりました。 

総じて、産業計装関連事業の受注高は1,180百万円（同46.0%増）、売上高は845百万円（同1.7%増）となりま

した。 

  

（２）業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年７月28日に公表いたしました数値から変更はございませ

ん。  

  

（１）四半期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。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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（その他）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23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,526,566 3,050,665

受取手形・完成工事未収入金等 7,664,346 3,388,318

有価証券 2,607,720 3,253,710

未成工事支出金 3,384,671 5,071,462

商品 16,761 20,622

材料貯蔵品 10,616 14,265

その他 592,416 878,305

貸倒引当金 △23,058 △15,778

流動資産合計 16,780,040 15,661,573

固定資産   

有形固定資産 996,155 988,136

無形固定資産 265,019 239,577

投資その他の資産 2,437,154 2,460,784

固定資産合計 3,698,330 3,688,498

資産合計 20,478,370 19,350,071

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,779,749 2,894,972

未払費用 830,426 812,156

未払法人税等 676,874 8,518

未成工事受入金 1,456,217 2,975,470

完成工事補償引当金 25,160 20,799

工事損失引当金 234,065 144,323

その他 399,380 68,761

流動負債合計 7,401,873 6,925,003

固定負債   

退職給付引当金 424,184 438,202

役員退職慰労引当金 244,706 256,643

固定負債合計 668,890 694,845

負債合計 8,070,764 7,619,848

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 11,652,904 11,001,874

自己株式 △875 △875

株主資本合計 12,438,767 11,787,737

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,162 △57,514

評価・換算差額等合計 △31,162 △57,514

純資産合計 12,407,605 11,730,222

負債純資産合計 20,478,370 19,350,071
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高   

完成工事高 6,682,024 5,911,109

商品売上高 313,468 329,560

売上高合計 6,995,493 6,240,669

売上原価   

完成工事原価 5,419,182 4,583,489

商品売上原価 221,943 232,811

売上原価合計 5,641,126 4,816,301

売上総利益 1,354,367 1,424,368

販売費及び一般管理費 2,205,419 2,179,577

営業損失（△） △851,052 △755,209

営業外収益   

受取利息 9,080 8,221

受取配当金 8,424 9,002

その他 10,664 20,930

営業外収益合計 28,169 38,154

営業外費用   

有価証券償還損 － 1,546

デリバティブ評価損 8,066 －

その他 3,049 981

営業外費用合計 11,116 2,527

経常損失（△） △833,999 △719,581

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,715 －

特別利益合計 5,715 －

特別損失   

固定資産除却損 3,328 731

賃貸借契約解約損 － 690

特別損失合計 3,328 1,422

税引前四半期純損失（△） △831,612 △721,003

法人税、住民税及び事業税 4,200 4,900

法人税等調整額 △320,148 △279,778

法人税等合計 △315,948 △274,878

四半期純損失（△） △515,664 △446,125
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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