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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第１四半期  2,777  36.6  △333  －  △326  －  △219  －

24年３月期第１四半期  2,032  7.6  △525  －  △508  －  △310  －

  
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 

25年３月期第１四半期  △26.80  －

24年３月期第１四半期  △37.89  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  19,145  12,353  64.5

24年３月期  20,488  12,727  62.1

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 12,353百万円   24年３月期 12,727百万円 

  
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

24年３月期 － 5.00 －  17.00 22.00

25年３月期 －      

25年３月期（予想）  5.00 －  17.00 22.00

（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25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25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  21,000  0.7  1,050  0.0  1,050  △3.0  600  2.9  73.20

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（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） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

(注)詳細は、添付資料P.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2)会計方針の変更・会計上の見積りの

変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 8,197,500株 24年３月期 8,197,500株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,291株 24年３月期 1,291株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 8,196,209株 24年３月期１Ｑ 8,196,209株

 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。

 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。 

 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１四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、産業計装関連事業とも増加し、

6,766百万円（前年同期比29.3%増）となりました。売上高は、空調計装関連事業の増加により、2,777百万円（同

36.6%増）となりました。 

 損益面につきましては、売上高の増加に伴い、営業損失が333百万円（前年同期は525百万円の損失）、経常損失

が326百万円（前年同期は508百万円の損失）、四半期純損失は219百万円（前年同期は310百万円の損失）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、新設工事において工場向け物件が、既設工事において事務所

向け物件が増加したこと等により、5,885百万円（前年同期比23.8%増）となりました。内訳は、新設工事が1,735

百万円（同72.3%増）、既設工事が4,149百万円（同10.8%増）でした。 

 完成工事高は、新設工事において病院・医療施設が、既設工事において工場、事務所向け物件が増加したこと等

により、2,367百万円（同54.5%増）となりました。内訳は、新設工事が783百万円（同75.5%増）、既設工事が

1,583百万円（同45.9%増）でした。 

 また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、61百万円（同17.0%減）となりました。 

 総じて、空調計装関連事業の受注高は5,946百万円（同23.2%増）、売上高は2,428百万円（同51.2%増）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、大型物件の計上を主因に、733百万円（前年同期比124.2%増）となりました。 

 完成工事高は、設備工事の減少等により、262百万円（同24.3%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、85百万円（同7.7%増）となりました。 

 総じて、産業計装関連事業の受注高は819百万円（同101.4%増）、売上高は348百万円（同18.3%減）となりまし

た。 

   

（２）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産 

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,970,981 2,960,514

受取手形・完成工事未収入金等 7,431,025 4,460,539

有価証券 3,208,565 3,352,693

未成工事支出金 2,666,162 3,950,244

商品 16,999 16,559

材料貯蔵品 18,789 20,262

その他 516,687 649,937

貸倒引当金 △9,673 △5,823

流動資産合計 16,819,537 15,404,926

固定資産   

有形固定資産 967,600 1,008,427

無形固定資産 220,637 207,988

投資その他の資産 2,480,852 2,523,905

固定資産合計 3,669,090 3,740,322

資産合計 20,488,627 19,145,249

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,104,420 3,422,734

未払費用 884,429 647,275

未払法人税等 427,687 751

未成工事受入金 1,006,913 1,509,900

完成工事補償引当金 28,929 25,683

工事損失引当金 167,688 208,657

その他 417,687 238,077

流動負債合計 7,037,756 6,053,079

固定負債   

退職給付引当金 452,110 460,128

役員退職慰労引当金 271,345 278,695

固定負債合計 723,455 738,823

負債合計 7,761,211 6,791,903

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 11,990,104 11,631,109

自己株式 △875 △875

株主資本合計 12,775,967 12,416,973

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △48,551 △63,627

評価・換算差額等合計 △48,551 △63,627

純資産合計 12,727,416 12,353,345

負債純資産合計 20,488,627 19,145,249
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

完成工事高 1,879,011 2,629,959

商品売上高 153,577 147,179

売上高合計 2,032,589 2,777,139

売上原価   

完成工事原価 1,344,640 1,887,114

商品売上原価 107,890 104,426

売上原価合計 1,452,531 1,991,541

売上総利益 580,057 785,597

販売費及び一般管理費 1,105,619 1,119,509

営業損失（△） △525,561 △333,911

営業外収益   

受取利息 3,989 3,650

受取配当金 7,986 7,923

その他 8,793 8,334

営業外収益合計 20,769 19,908

営業外費用   

デリバティブ評価損 2,867 9,285

その他 1,155 3,436

営業外費用合計 4,022 12,721

経常損失（△） △508,814 △326,724

特別損失   

固定資産除却損 124 3,469

投資有価証券評価損 － 4,664

特別損失合計 124 8,133

税引前四半期純損失（△） △508,939 △334,857

法人税、住民税及び事業税 1,800 1,800

法人税等調整額 △200,171 △116,998

法人税等合計 △198,371 △115,198

四半期純損失（△） △310,567 △219,658
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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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