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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 ％ 

26年３月期第１四半期  2,082  △25.0 △501  －  △480  －  △308  －

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

  
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 

26年３月期第１四半期  △37.62  －

25年３月期第１四半期  △26.80  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  20,568  12,906  62.7

25年３月期  22,675  13,381  59.0

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 12,906百万円   25年３月期 13,381百万円 

  
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 
25年３月期  － 5.00 － 23.00  28.00

26年３月期  －       

26年３月期（予想）   5.00 － 22.00  27.00

（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26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26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  22,500  3.3  1,250  △10.1  1,300 △10.5  750  △2.2  91.51

（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    ： 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） 26年３月期１Ｑ 8,197,500株 25年３月期 8,197,500株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,291株 25年３月期 1,291株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 8,196,209株 25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に対する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）経営成績に関する説明 

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、空調計装関連事業の増加により、7,534百万円（前年同

期比11.4%増）となりました。売上高は、空調計装関連事業、産業計装関連事業とも減少し、2,082百万円（同

25.0%減）となりました。 

損益面につきましては、売上高の減少に伴い、営業損失が501百万円（前年同期は333百万円の損失）、経常損失

が480百万円（前年同期は326百万円の損失）、四半期純損失は308百万円（前年同期は219百万円の損失）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、新設工事において商業施設が、既設工事においてリニューア

ル工事が増加したこと等により、6,967百万円（前年同期比18.4%増）となりました。内訳は、新設工事が1,779百

万円（同2.5%増）、既設工事が5,187百万円（同25.0%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物件が減少したこと等により、

1,736百万円（同26.6%減）となりました。内訳は、新設工事が395百万円（同49.5%減）、既設工事が1,340百万円

（同15.3%減）でした。 

また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、69百万円（同13.1%増）となりました。 

総じて、空調計装関連事業の受注高は7,036百万円（同18.3%増）、売上高は1,805百万円（同25.6%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、電気工事の減少等により、427百万円（前年同期比41.7%減）となりました。 

完成工事高は、電気工事、設備工事の減少等により、205百万円（同21.6%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、70百万円（同17.9%減）となりました。 

総じて、産業計装関連事業の受注高は498百万円（同39.2%減）、売上高は276百万円（同20.7%減）となりまし

た。 

   

（２）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました数値から変更はございませ

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

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25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,799,784 2,792,544

受取手形・完成工事未収入金等 7,382,720 4,074,564

有価証券 4,719,299 3,849,008

未成工事支出金 3,088,182 4,839,982

商品 10,006 12,104

材料貯蔵品 19,462 19,857

その他 630,835 873,647

貸倒引当金 △5,917 △3,267

流動資産合計 18,644,372 16,458,442

固定資産   

有形固定資産 990,377 983,649

無形固定資産 204,861 203,755

投資その他の資産 2,836,174 2,923,124

固定資産合計 4,031,414 4,110,529

資産合計 22,675,786 20,568,971

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,356,850 3,132,054

未払費用 1,224,916 694,647

未払法人税等 724,199 1,722

未成工事受入金 1,564,580 2,527,517

完成工事補償引当金 27,379 24,694

工事損失引当金 243,330 225,071

その他 381,625 275,757

流動負債合計 8,522,882 6,881,465

固定負債   

退職給付引当金 465,017 466,372

役員退職慰労引当金 306,688 314,522

固定負債合計 771,705 780,894

負債合計 9,294,588 7,662,359

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 12,576,397 12,079,577

自己株式 △875 △875

株主資本合計 13,362,261 12,865,441

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,936 41,170

評価・換算差額等合計 18,936 41,170

純資産合計 13,381,197 12,906,611

負債純資産合計 22,675,786 20,568,971
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高   

完成工事高 2,629,959 1,942,641

商品売上高 147,179 139,802

売上高合計 2,777,139 2,082,444

売上原価   

完成工事原価 1,887,114 1,383,795

商品売上原価 104,426 97,124

売上原価合計 1,991,541 1,480,920

売上総利益 785,597 601,524

販売費及び一般管理費 1,119,509 1,103,257

営業損失（△） △333,911 △501,733

営業外収益   

受取利息 3,650 5,757

受取配当金 7,923 8,151

その他 8,334 11,240

営業外収益合計 19,908 25,149

営業外費用   

デリバティブ評価損 9,285 －

貸倒引当金繰入額 1,250 2,500

その他 2,186 1,473

営業外費用合計 12,721 3,973

経常損失（△） △326,724 △480,557

特別利益   

投資有価証券売却益 － 213

特別利益合計 － 213

特別損失   

固定資産除却損 3,469 135

投資有価証券評価損 4,664 －

賃貸借契約解約損 － 4,357

特別損失合計 8,133 4,493

税引前四半期純損失（△） △334,857 △484,837

法人税、住民税及び事業税 1,800 1,800

法人税等調整額 △116,998 △178,330

法人税等合計 △115,198 △176,530

四半期純損失（△） △219,658 △308,307
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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）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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