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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 50,793 11.4 △359 ― △212 ― △382 ―

23年3月期第3四半期 45,577 △13.4 △1,746 ― △1,551 ― △839 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,498百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,167百万円 （―％）

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3四半期 △15.14 ―

23年3月期第3四半期 △33.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 61,443 25,305 41.2
23年3月期 67,372 27,184 40.3

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  25,305百万円 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
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ロゴ正



(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3Q 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3Q 36,001 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3Q 25,247,286 株 23年3月期3Q 25,250,427 株
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 当第３四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により依然として厳しい状況にあ

る中、欧州債務危機などによる海外経済減速懸念や円高背景の影響により、下振れ懸念が拭えない状況が

続いています。 

  建設業界におきましても、震災復旧・復興のための政府・民間建設投資も回復基調が見込まれているも

のの、製造業における海外シフトや電力供給制約、デフレ懸念、雇用情勢の悪化懸念等、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３四半期連結累計期間の業績につきましては、完成工事高

507億9千3百万円（前年同四半期比11.4％増）、営業損失3億5千9百万円（前年同期 営業損失17億4千6百

万円）、経常損失2億1千2百万円（前年同期 経常損失15億5千1百万円）、四半期純損失3億8千2百万円

（前年同期 四半期純損失8億3千9百万円）となりました。また、受注高につきましては、628億6千6百万

円（前年同四半期比24.6％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３四半期連結会計期間における総資産は、614億4千3百万円となり、前連結会計年度に比べ59億2千

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59億4千1百万円でありま

す。 

 負債は、361億3千7百万円となり、前連結会計年度に比べ40億5千万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12億5千5百万円と、短期借入金の減少23億5千4百万円であります。 

 純資産は、253億5百万円となり、前連結会計年度に比べ18億7千8百万円減少しております。主な要因

は、利益剰余金の減少7億6千万円と、その他有価証券評価差額金の減少10億8千7百万円であります。 

  

  

  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 4,765 4,625

受取手形・完成工事未収入金 37,966 32,025

有価証券 1,002 797

未成工事支出金 984 2,898

その他のたな卸資産 12 125

繰延税金資産 1,358 1,688

その他 1,880 1,722

貸倒引当金 △198 △165

流動資産合計 47,772 43,716

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,463 2,361

その他（純額） 896 849

有形固定資産合計 3,359 3,211

無形固定資産 384 300

投資その他の資産   

投資有価証券 12,400 10,652

繰延税金資産 486 765

その他 4,167 3,063

貸倒引当金 △1,197 △266

投資その他の資産合計 15,855 14,215

固定資産合計 19,599 17,726

資産合計 67,372 61,443
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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 26,260 25,004

短期借入金 6,700 4,346

未払法人税等 271 12

未成工事受入金 1,477 1,353

工事損失引当金 1,251 2,131

引当金 117 104

その他 1,918 1,236

流動負債合計 37,997 34,188

固定負債   

長期借入金 825 780

退職給付引当金 1,217 1,055

その他 147 113

固定負債合計 2,190 1,948

負債合計 40,188 36,137

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 13,676

自己株式 △22 △22

株主資本合計 26,461 25,699

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 858 △228

為替換算調整勘定 △135 △165

その他の包括利益累計額合計 722 △394

純資産合計 27,184 25,305

負債純資産合計 67,372 61,443
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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：百万円）

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) 

完成工事高 45,577 50,793

完成工事原価 42,640 47,302

完成工事総利益 2,936 3,490

販売費及び一般管理費 4,683 3,850

営業損失（△） △1,746 △359

営業外収益   

受取利息 32 24

受取配当金 182 160

その他 110 39

営業外収益合計 325 225

営業外費用   

支払利息 18 18

為替差損 103 53

その他 8 5

営業外費用合計 130 77

経常損失（△） △1,551 △212

特別利益   

固定資産売却益 － 11

投資有価証券売却益 － 44

投資有価証券割当益 108 －

貸倒引当金戻入額 43 －

その他 4 4

特別利益合計 156 60

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 0 62

賃貸借契約解約損 － 21

減損損失 5 －

災害損失 － 10

特別損失合計 7 96

税金等調整前四半期純損失（△） △1,402 △247

法人税、住民税及び事業税 44 66

法人税等調整額 △607 68

法人税等合計 △563 134

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △839 △382

四半期純損失（△） △839 △382

－ 5 －

新日本空調㈱(1952)平成24年３月期　第３四半期決算短信



 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：百万円）

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損失（△） △839 △382

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △266 △1,087

為替換算調整勘定 △61 △29

その他の包括利益合計 △327 △1,116

四半期包括利益 △1,167 △1,498

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,167 △1,498
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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３四半期受注の概況

区分

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) 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 42,911 85.0 % 57,478 91.4 % 14,567 33.9 %

（うち海外） (1,424) (2.8) (3,630) (5.8) (2,206) (155.0)

原子力施設空調工事 7,549 15.0 5,387 8.6 △2,162 △28.6 

合計 50,461 100.0 62,866 100.0 12,404 24.6
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