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（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

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お

りません。 

  

本資料に記載されている業績の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異なる可能性

があります。業績予想の前提となる仮定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、

四半期決算短信（添付資料）3ページ「(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（詳細は、【添付資料】4ページ 「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 85,765,768株 22年3月期 85,765,768株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 8,190,322株 22年3月期 8,190,096株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 77,575,546株 22年3月期1Ｑ 80,589,921株

※ 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
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産は持ち直し、設備投資に下げ止まり
が見られたものの、雇用・所得環境に改善は見られず、国内景気は厳しい状況のまま推移いたしまし
た。 
 このような状況のもとで、当社及びグループ各社は採算性重視の受注活動及びコストダウンに取り
組んでまいりました結果、当第１四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 
なお、日本フローダ㈱（連結子会社）の事業は、従来、「設備工事事業」に区分しておりました

が、事業の内容を見直したことにより、当第１四半期連結累計期間から「設備機器の製造・販売事
業」に変更しております。また、前年同四半期比については、前第１四半期連結累計期間分を変更後
の区分に組み替えて表示しております。詳細につきましては、10ページ「④セグメント情報」及び12
ページ「受注及び販売の状況（連結）」をご参照ください。 

受注高は、前年同四半期連結累計期間（以下「前年同四半期」といいます。）を8.1％下回る446億
円となりました。 
 一般空調設備は前年同四半期を9.4％下回る298億円、産業空調設備は前年同四半期を2.9％下回る
129億円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を7.6％下回る428億円となりました。設備機器
の製造・販売事業は、前年同四半期を18.9％下回る17億円となりました。また、その他は、0.5億円
となりました。その構成比は、一般空調設備が66.9％、産業空調設備が29.0％、あわせた設備工事は
95.9％、設備機器が4.0％、その他が0.1％であります。 

売上高は、前年同四半期を31.0％下回る235億円となりました。 
 一般空調設備は前年同四半期を40.1％下回る136億円、産業空調設備は前年同四半期を15.4％下回
る82億円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を32.7％下回る219億円となりました。設備機
器の製造・販売事業は、前年同四半期を5.0％上回る15億円となりました。また、その他は、0.5億円
となりました。その構成比は、一般空調設備が58.1％、産業空調設備が35.1％、あわせた設備工事は
93.2％、設備機器が6.6％、その他が0.2％であります。 

当第１四半期連結累計期間の損益は、売上高の減少に伴う利益の減少に加え、手持ち工事の一部に
おいて工事損失引当金を計上したこともあり、営業損失は46億23百万円、経常損失は42億54百万円、
四半期純損失は24億91百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の繰越高は、前年同四半期連結会計期間末を1.9％上回る1,808億円と
なりました。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。（セグメントごとの業績については、セグメント
間の内部売上高等を含めて記載しております。） 

（設備工事事業） 
売上高は前年同四半期を32.7％下回る219億44百万円、営業損失は46億02百万円となりました。 

（設備機器の製造・販売事業） 
売上高は前年同四半期を5.5％上回る17億08百万円、営業損失は41百万円となりました。 

（その他） 
売上高は前年同四半期を3.4％下回る68百万円、営業利益は前年同四半期を4.6％下回る 

32百万円となりました。 
  

 
  

1. 当四半期の連結業績等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

 当社グループの主力事業である設備工事事業（空調設備工事）は、通常の営業形態として工事の完

成引渡し及び進捗が第４四半期連結会計期間に集中する一方、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、利益は第４四半期連結会計期間に偏るなど業績に季節的変動がありま

す。このため、第１四半期連結累計期間から第３四半期連結累計期間までは営業損失、経常損失及び

四半期純損失となる傾向にあります。
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと
などにより、前連結会計年度末に比べて189億19百万円減少し、1,692億32百万円となりました。 
負債合計は、支払手形・工事未払金等が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて

137億45百万円減少し、916億92百万円となりました。 
また、純資産合計は、剰余金の配当に伴い利益剰余金が減少したこと及びその他有価証券評価差

額金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて51億74百万円減少し、775億39百万円
となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ28億
10百万円増加し、299億02百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、37億74百万円の収入（前年同四半期比＋６億64百万

円）となりました。これは主に売上債権の減少や未成工事受入金の増加などの収入が、仕入債務
の減少や未成工事支出金等の増加などの支出を上回り、工事収支が改善したことによるものであ
ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、３億18百万円の収入（前年同四半期比＋４億63百万

円）となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、13億10百万円の支出（前年同四半期比△14億93百万

円）となりました。これは主に、配当金の支払いに加え、短期借入金が減少したことによるもの
であります。 

  

今後の見通しにつきましては、海外経済の改善を背景に、国内では緩やかな景気の回復が期待され
るものの、世界景気の下振れ懸念等の不透明な要因もあり、予断を許さない状況が続くものと思われ
ます。 
空調業界におきましては、公共投資は縮減が続き、民間設備投資は持ち直しつつあるものの、競争

激化が予想され、厳しい経営環境が続くものと思われます。 
このような情勢のもと、当社グループは受注からアフターサービスに至る一貫営業体制と省エネル

ギーに関するソリューション事業を強化するとともに、採算性重視の営業活動を推進し、安定収益の
確保に努めてまいります。 
なお、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績見通しにつきましては、平成22年５月14日付決

算短信において発表した予想数値を変更しておりません。 
  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

一般債権の貸倒見積高の算定については、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度において算定した貸倒見積率を使用しております。 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に
係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益
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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実
効税率を使用する方法によって計算しております。 
 ただし、税金等調整前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を使用する方法によって
計算しております。 

  

当第１四半期連結累計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平
成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21
号 平成20年３月31日）を適用しております。 
 これにより、従来の方法によった場合に比べて当第１四半期連結累計期間の税金等調整前四半期
純損失は、10百万円増加しております。 

  

 （四半期連結損益計算書関係） 
当第１四半期連結累計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号

平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日
内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目により表示しておりま
す。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 貸倒見積高を算定する方法

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 会計処理基準に関する事項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

② 表示方法の変更
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 31,055 28,343

受取手形・完成工事未収入金等 58,753 86,099

未成工事支出金等 27,970 22,154

その他 9,222 7,660

貸倒引当金 △69 △96

流動資産合計 126,932 144,162

固定資産   

有形固定資産 6,436 6,511

無形固定資産 1,084 1,160

投資その他の資産   

投資有価証券 22,223 24,805

その他 13,048 12,018

貸倒引当金 △388 △402

投資損失引当金 △104 △104

投資その他の資産合計 34,778 36,317

固定資産合計 42,299 43,989

資産合計 169,232 188,151
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 32,553 53,641

短期借入金 3,415 3,640

未払金 23,121 19,636

未払法人税等 161 2,189

未成工事受入金 21,957 16,345

工事損失引当金 3,178 908

引当金 379 487

その他 4,865 6,220

流動負債合計 89,632 103,069

固定負債   

長期借入金 70 180

退職給付引当金 1,140 1,124

役員退職慰労引当金 323 528

その他 526 535

固定負債合計 2,060 2,368

負債合計 91,692 105,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,134 13,134

資本剰余金 12,854 12,854

利益剰余金 57,775 61,236

自己株式 △6,340 △6,339

株主資本合計 77,424 80,885

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 189 1,922

為替換算調整勘定 △221 △242

評価・換算差額等合計 △32 1,680

少数株主持分 146 147

純資産合計 77,539 82,713

負債純資産合計 169,232 188,151
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 (2) 四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日) 

売上高 34,129 23,546

売上原価 31,758 23,913

売上総利益又は売上総損失（△） 2,371 △366

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 1,475 1,494

退職給付費用 143 125

その他 2,562 2,636

販売費及び一般管理費合計 4,181 4,256

営業損失（△） △1,810 △4,623

営業外収益   

受取利息 24 11

受取配当金 253 220

保険配当金 95 114

その他 97 79

営業外収益合計 471 425

営業外費用   

支払利息 21 13

為替差損 － 28

有価証券評価損 32 －

その他 21 14

営業外費用合計 76 57

経常損失（△） △1,414 △4,254

特別利益   

貸倒引当金戻入額 35 38

投資有価証券受贈益 － 137

その他 6 26

特別利益合計 42 202

特別損失   

投資有価証券評価損 200 22

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

その他 10 11

特別損失合計 210 44

税金等調整前四半期純損失（△） △1,582 △4,095

法人税、住民税及び事業税 △713 △1,597

過年度法人税等 141 －

法人税等合計 △571 △1,597

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,498

少数株主損失（△） △32 △7

四半期純損失（△） △979 △2,491
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 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △1,582 △4,095

減価償却費 186 187

工事損失引当金の増減額（△は減少） 195 2,270

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

90 △187

のれん償却額 5 8

受取利息及び受取配当金 △277 △232

支払利息 21 13

為替差損益（△は益） 1 3

有価証券評価損益（△は益） 32 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

投資有価証券受贈益 － △137

売上債権の増減額（△は増加） 31,177 28,026

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △5,146 △5,813

仕入債務の増減額（△は減少） △17,006 △17,642

未成工事受入金の増減額（△は減少） 402 5,606

その他 △3,641 △2,470

小計 4,458 5,548

利息及び配当金の受取額 262 243

利息の支払額 △18 △13

法人税等の支払額 △1,592 △2,004

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,110 3,774

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △74

定期預金の払戻による収入 182 177

有形及び無形固定資産の取得による支出 △272 △69

投資有価証券の取得による支出 △0 △175

投資有価証券の売却による収入 50 467

投資有価証券の償還による収入 1 9

その他の支出 △136 △122

その他の収入 31 105

投資活動によるキャッシュ・フロー △144 318

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,230 △315

長期借入金の返済による支出 △33 △20

リース債務の返済による支出 △2 △5

自己株式の取得による支出 △4 △0

配当金の支払額 △1,007 △969

財務活動によるキャッシュ・フロー 182 △1,310

現金及び現金同等物に係る換算差額 82 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,230 2,810

現金及び現金同等物の期首残高 22,759 27,091

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,989 29,902
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該当事項はありません。 

  

① 事業の種類別セグメント情報 

  

 
  
(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

 １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

 ２ 各区分に属する主要な事業の内容 

設備工事事業      ：建築設備工事全般に関する事業                     

設備機器の製造・販売事業：空調機器等の設計・製造・販売の事業 

その他の事業      ：不動産の売買・賃貸、保険代理店等の事業 

 ３ 当社は「工事契約に関する会計基準」等を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から進

捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて当第１四半期連結累計期間の「設備工事事業」の売上高は

2,518百万円増加し、営業損失は351百万円減少しております。 

  

② 所在地別セグメント情報 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

③ 海外売上高 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

設備工事事業 
(百万円)

設備機器の製
造・販売事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

32,898 1,174 56 34,129 ― 34,129

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 73 14 87 △87 ―

計 32,898 1,248 70 34,217 △87 34,129

営業利益又は営業損失(△) △1,759 △61 33 △1,786 △23 △1,810

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)
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④ セグメント情報 

当社の報告セグメントは、当社及びグループ各社の構成単位のうち分離された財務情報が入手

可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う

対象となっているものであります。 

当社グループは、空調設備の技術を核として、一般空調設備と産業空調設備の設計・施工、保

守等を行う設備工事事業及び空調機器等の設計・製造・販売を行う設備機器の製造・販売事業で

構成されております。 

したがって、当社グループにおいては、「設備工事事業」と「設備機器の製造・販売事業」の

２つを報告セグメントとしております。 

  

 
(注) １「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、不動産の売買・賃貸、保険代理店

等の事業を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

４ 日本フローダ㈱（連結子会社）の事業は、従来、「設備工事事業」に区分しておりましたが、事業の内容を

見直したことにより、当第１四半期連結累計期間から「設備機器の製造・販売事業」に変更しております。

これにより、従来の方法によった場合に比べて当第１四半期連結累計期間の「設備工事事業」の売上高（内

部売上高等を含む）は196百万円減少し、営業損失は78百万円減少しております。また、「設備機器の製造・

販売事業」の売上高は196百万円増加し、営業損失は78百万円増加しております。なお、前第１四半期連結累

計期間の事業の種類別セグメント情報を変更後の区分に組み替えて表示すると、以下のとおりとなります。 

（参考） 

 
  

（イ）報告セグメントの概要

（ロ）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

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

（単位：百万円）

報告セグメント

その他
（注１）

合計
調整額 
（注２）

四半期
連結損益 
計算書 
計上額 
（注３）

設備工事 
事業

設備機器
の製造・
販売事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 21,944 1,544 23,488 57 23,546 ― 23,546

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 163 163 10 174 △174 ―

計 21,944 1,708 23,652 68 23,720 △174 23,546

セグメント利益又は損失（△） △4,602 △41 △4,643 32 △4,611 △12 △4,623

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期
連結損益 
計算書 
計上額

設備工事 
事業

設備機器
の製造・
販売事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 32,603 1,470 34,073 56 34,129 ― 34,129

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 149 149 14 163 △163 ―

計 32,603 1,619 34,222 70 34,293 △163 34,129

セグメント利益又は損失（△） △1,752 △67 △1,820 33 △1,786 △23 △1,810
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（追加情報） 

当第１四半期連結累計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(6) 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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（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 日本フローダ㈱（連結子会社）の事業は、従来、「設備工事事業」に区分しておりましたが、事業の内容を

見直したことにより、当第１四半期連結累計期間から「設備機器の製造・販売事業」に変更しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて当第１四半期連結累計期間の「設備工事事業」の一般空調設

備については、受注高は289百万円、売上高は156百万円、繰越高は282百万円減少し、「設備機器の製造・

販売事業」はそれぞれ同額増加しております。なお、前第１四半期連結累計期間及び前第１四半期連結会計

期間末の数値については、変更後の区分に組み替えて表示しております。 

4. 補足情報

受注及び販売の状況（連結）

 (1) 受注高 （単位：百万円、％)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

  至  平成21年６月30日)  至 平成22年６月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 32,991 67.9 29,874 66.9 △3,117 △9.4

 設備工事事業 産業空調設備 13,365 27.5 12,979 29.0 △386 △2.9

計 46,356 95.4 42,853 95.9 △3,503 △7.6

 設備機器の製造・販売事業 2,185 4.5 1,772 4.0 △413 △18.9

 その他 56 0.1 57 0.1 1 2.2

合  計 48,599 100.0 44,683 100.0 △3,915 △8.1

（うち海外） (1,667) (3.4) (2,471) (5.5) (804) (48.2)

 (2) 売上高 （単位：百万円、％)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

  至  平成21年６月30日)  至 平成22年６月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 22,829 66.9 13,671 58.1 △9,158 △40.1

 設備工事事業 産業空調設備 9,773 28.6 8,272 35.1 △1,500 △15.4

計 32,603 95.5 21,944 93.2 △10,658 △32.7

 設備機器の製造・販売事業 1,470 4.3 1,544 6.6 74 5.0

 その他 56 0.2 57 0.2 1 2.2

合  計 34,129 100.0 23,546 100.0 △10,583 △31.0

（うち海外） (2,730) (8.0) (2,305) (9.8) (△425) (△15.6)

 (3) 繰越高 （単位：百万円、％)

前第１四半期 当第１四半期

増減(△)額 増減(△)率
連結会計期間末 連結会計期間末

(平成21年６月30日) (平成22年６月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 132,225 74.5 145,168 80.3 12,943 9.8

 設備工事事業 産業空調設備 41,826 23.6 32,904 18.2 △8,922 △21.3

計 174,051 98.1 178,073 98.5 4,021 2.3

 設備機器の製造・販売事業 3,416 1.9 2,780 1.5 △635 △18.6

 その他 ― ― ― ― ― ―

合  計 177,467 100.0 180,853 100.0 3,385 1.9

（うち海外） (3,062) (1.7) (4,704) (2.6) (1,642) (53.7)
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以 上   

  

（参考）

受注及び販売の状況（個別）

 (1) 受注高 （単位：百万円、％)

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

  至 平成21年６月30日)  至 平成22年６月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
 一般空調設備 32,559 73.5 29,189 73.3 △3,370 △10.4

 産業空調設備 11,728 26.5 10,630 26.7 △1,098 △9.4

合  計 44,288 100.0 39,819 100.0 △4,468 △10.1

 (2) 売上高 （単位：百万円、％)

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日

  至 平成21年６月30日)  至 平成22年６月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
 一般空調設備 22,387 76.0 13,158 68.3 △9,229 △41.2

 産業空調設備 7,088 24.0 6,111 31.7 △976 △13.8

合  計 29,476 100.0 19,269 100.0 △10,206 △34.6

 (3) 繰越高 （単位：百万円、％)

前第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日） 増減(△)額 増減(△)率

区  分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
 一般空調設備 132,239 77.0 144,817 83.4 12,578 9.5

 産業空調設備 39,414 23.0 28,899 16.6 △10,514 △26.7

合  計 171,653 100.0 173,716 100.0 2,063 1.2
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