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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 30,225 3.4 △1,160 ― △1,066 ― △788 ―

23年3月期第2四半期 29,242 △11.6 △1,293 ― △1,204 ― △623 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,262百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,226百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △31.25 ―

23年3月期第2四半期 △24.71 ―

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 57,073 25,731 45.1
23年3月期 67,372 27,184 40.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  25,731百万円 23年3月期  27,184百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ― 7.50

24年3月期（予想） ― 7.50 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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 80,000 7.6 1,600 112.4 1,600 66.2 700 7.2 27.73



(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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料
P.2「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 25,282,225 株 23年3月期 25,282,225 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 34,992 株 23年3月期 34,533 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 25,247,463 株 23年3月期2Q 25,250,753 株
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 当第２四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災の影響が多方面に残る中、海外の政情混

迷や経済の減速懸念、急激な円高と株安の進行等、景気下振れリスクに晒された状況が続きました。 

 建設業界におきましても、製造業における生産拠点の海外シフトが加速し、海外建設需要は高まりまし

たが、国内では震災復旧に向けた動きはあるものの、民間設備投資が低調に推移するなど、依然として厳

しい経営環境にあります。 

  

 こうした環境の中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、完成工事高

302億2千5百万円（前年同四半期比3.4％増）、営業損失11億6千万円（前年同期 営業損失12億9千3百万

円）、経常損失10億6千6百万円（前年同期 経常損失12億4百万円）、四半期純損失7億8千8百万円（前年

同期 四半期純損失6億2千3百万円）となりました。また、受注高につきましては、408億2千8百万円（前

年同四半期比19.5％増）となりました。 

  

 当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、工事の完成時期が期末に集中する傾向が強く、一

方で、販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、利益は期末に偏るという季節的

変動があります。 

  

  

  

 当第２四半期連結会計期間における総資産は、570億7千3百万円となり、前連結会計年度に比べ102億9

千8百万円減少しております。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金の減少104億5千9百万円でありま

す。 

 負債は、313億4千2百万円となり、前連結会計年度に比べ88億4千5百万円減少しております。主な要因

は、支払手形・工事未払金の減少64億6千2百万円と、短期借入金の減少18億9千9百万円であります。 

 純資産は、257億3千1百万円となり、前連結会計年度に比べ14億5千2百万円減少しております。主な要

因は、利益剰余金の減少9億7千8百万円と、その他有価証券評価差額金の減少4億8千5百万円であります。

  

  

  

  平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表しました「平成23年３月期 

決算短信」における業績予想に変更はありません。 

  

  

      該当事項はありません。 

  

      該当事項はありません。 

  

      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

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,765 3,832

受取手形・完成工事未収入金 37,966 27,506

有価証券 1,002 998

未成工事支出金 984 2,634

その他のたな卸資産 12 126

繰延税金資産 1,358 1,796

その他 1,880 1,460

貸倒引当金 △198 △143

流動資産合計 47,772 38,212

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,463 2,394

その他（純額） 896 866

有形固定資産合計 3,359 3,261

無形固定資産 384 325

投資その他の資産   

投資有価証券 12,400 11,619

繰延税金資産 486 746

その他 4,167 4,043

貸倒引当金 △1,197 △1,134

投資その他の資産合計 15,855 15,275

固定資産合計 19,599 18,861

資産合計 67,372 57,073
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 26,260 19,798

短期借入金 6,700 4,800

未払法人税等 271 47

未成工事受入金 1,477 1,311

工事損失引当金 1,251 1,590

引当金 117 88

その他 1,918 1,688

流動負債合計 37,997 29,325

固定負債   

長期借入金 825 795

退職給付引当金 1,217 1,101

その他 147 120

固定負債合計 2,190 2,016

負債合計 40,188 31,342

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 6,887 6,887

利益剰余金 14,437 13,458

自己株式 △22 △22

株主資本合計 26,461 25,482

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 858 373

為替換算調整勘定 △135 △124

その他の包括利益累計額合計 722 248

純資産合計 27,184 25,731

負債純資産合計 67,372 57,073

－ 4 －

新日本空調㈱(1952)平成24年３月期　第２四半期決算短信



（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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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

完成工事高 29,242 30,225

完成工事原価 27,419 28,626

完成工事総利益 1,822 1,598

販売費及び一般管理費 3,116 2,759

営業損失（△） △1,293 △1,160

営業外収益   

受取利息 24 15

受取配当金 87 106

その他 77 33

営業外収益合計 189 155

営業外費用   

支払利息 12 11

為替差損 84 44

その他 4 4

営業外費用合計 100 61

経常損失（△） △1,204 △1,066

特別利益   

固定資産売却益 － 10

投資有価証券売却益 － 6

投資有価証券割当益 108 －

貸倒引当金戻入額 11 －

その他 4 －

特別利益合計 124 17

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 1 2

投資有価証券評価損 － 65

賃貸借契約解約損 － 21

減損損失 5 －

災害損失 － 9

特別損失合計 7 99

税金等調整前四半期純損失（△） △1,087 △1,148

法人税、住民税及び事業税 30 38

法人税等調整額 △493 △398

法人税等合計 △463 △359

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △623 △788

四半期純損失（△） △623 △788
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △623 △788

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △573 △485

為替換算調整勘定 △28 11

その他の包括利益合計 △602 △473

四半期包括利益 △1,226 △1,262

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,226 △1,262
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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

４．補足情報

    平成24年３月期第２四半期受注の概況

区分

前第２四半期連結累計期間
(自平成22年４月１日 
 至平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自平成23年４月１日 
 至平成23年９月30日) 増減 

（百万円）
増減率

金額 
（百万円）

構成比
金額

（百万円）
構成比

一般空調工事 29,233 85.6 % 36,991 90.6 % 7,757 26.5 %

（うち海外） (1,045) (3.1) (1,248) (3.1) (202) (19.3)

原子力施設空調工事 4,926 14.4 3,836 9.4 △1,090 △22.1 

合計 34,160 100.0 40,828 100.0 6,667 19.5
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