
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）
（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 ％

26年３月期第１四半期 42,104 △7.0 1,235 △51.2 1,514 △42.1 403 △69.8
25年３月期第１四半期 45,294 19.8 2,531 188.9 2,613 119.2 1,336 172.7

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 3,419百万円( 143.2％) 25年３月期第１四半期 1,406百万円( 51.2％)

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 11.18 －
25年３月期第１四半期 36.64 －

（２）連結財政状態

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 156,531 80,273 49.1
25年３月期 163,014 78,537 46.2

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 76,908百万円 25年３月期 75,237百万円

２．配当の状況

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 － 15.00 － 35.00 50.00
26年３月期 －

26年３月期(予想) 20.00 － 25.00 45.00

(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月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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

第２四半期(累計) 99,000 4.4 4,300 △21.3 4,700 △20.4 2,700 △8.6 74.45
通期 215,000 △0.5 9,400 △4.2 10,000 △6.8 5,700 △8.1 157.18

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） － 、除外 －社（社名） －

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 36,782,009株 25年３月期 36,782,009株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 734,661株 25年３月期 734,367株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 36,047,505株 25年３月期１Ｑ 36,468,058株

※ 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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 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
に関する事項については、添付資料P.３「１．当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測
情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな回復基調が続きましたが、欧

州では債務問題の長期化による停滞が続き、中国をはじめとする新興国においては成長力の低下が

懸念されております。日本経済は、金融緩和政策や経済政策への期待感から円高が是正され、輸出

や生産が緩やかに増加するなど、回復基調で推移いたしました。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間における受注工事高は、国内で受注が増加し

た一方、北米や欧州など海外で受注が減少したことにより、454億73百万円(前年同期比16.1％減少)

となり、うち海外の受注工事高は、192億76百万円(海外比率42.4％)となりました。 

完成工事高は、海外で工事量が増加しましたが、国内で前期からの繰越工事高が減少したことな

どにより、421億４百万円(前年同期比7.0％減少)となり、うち海外の完成工事高は、298億89百万円

(海外比率71.0％)となりました。 

利益面につきましては、完成工事総利益率が前年同期より0.9ポイント低下して13.0％となったこ

とや、完成工事高が前年同期比で31億90百万円減少したことなどにより、営業利益は12億35百万円

(前年同期比12億96百万円減少)、経常利益は15億14百万円(前年同期比10億99百万円減少)、四半期

純利益は４億３百万円(前年同期比９億33百万円減少)となりました。 

 

セグメントごとの業績(セグメント間の内部取引高を含む)は次のとおりであります。 

 

環境システム事業 

受注工事高は、ビル空調分野の工事需要を着実に取り込んだことなどにより、増加しました。完

成工事高は、タイやフィリピンなど東南アジアにおける産業空調分野の工事量が前年同期を上回り、

増加しました。 

この結果、受注工事高は、378億23百万円(前年同期比15.0％増加)となりました。このうちビル空

調分野は、175億47百万円(前年同期比57.1％増加)、産業空調分野は、202億76百万円(前年同期比

6.7％減少)となりました。完成工事高は、269億４百万円(前年同期比2.7％増加)となりました。こ

のうちビル空調分野は、48億94百万円(前年同期比23.6％減少)、産業空調分野は220億９百万円(前

年同期比11.2％増加)となりました。セグメント利益(経常利益)につきましては11億85百万円(前年

同期比29百万円増加)となりました。 

 

塗装システム事業 

受注工事高は、北米やインドなどにおいて、自動車メーカーの大型の設備投資が行われた前年同

期に比べて設備需要が低調に推移したことなどにより、減少しました。完成工事高は、国内や北米、

タイなどにおける工事量が前年同期を下回り、減少しました。 

この結果、受注工事高は、76億49百万円(前年同期比64.1％減少)となり、完成工事高は、152億35

百万円(前年同期比20.2％減少)となりました。セグメント利益(経常利益)につきましては２億92百

万円(前年同期比10億83百万円減少)となりました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ5.3％減少し、1,230億86百

万円となりました。これは受取手形・完成工事未収入金等が79億68百万円減少したことなどによ

ります。 

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は前連結会計年度末に比べ1.2％増加し、334億45百万

円となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ4.0％減少し、

1,565億31百万円となりました。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は前連結会計年度末に比べ11.0％減少し、691億46百万

円となりました。これは支払手形・工事未払金等が92億59百万円減少したことなどによります。 

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は前連結会計年度末に比べ5.3％増加し、71億12百万円

となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ9.7％減少し、

762億58百万円となりました。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ2.2％増加し、802億73百

万円となりました。これはその他有価証券評価差額金が８億６百万円、為替換算調整勘定が17億

８百万円それぞれ増加し、利益剰余金が８億58百万円減少したことなどによります。 

 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月15日に発表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想について変更はありま

せん。 

 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 30,131 30,210

受取手形・完成工事未収入金等 81,950 73,982

有価証券 7,004 5,499

未成工事支出金 1,754 2,564

材料貯蔵品 762 746

その他 8,673 10,456

貸倒引当金 △300 △373

流動資産合計 129,976 123,086

固定資産   

有形固定資産 8,494 8,198

無形固定資産   

のれん 2,325 2,412

その他 984 976

無形固定資産合計 3,309 3,388

投資その他の資産   

投資有価証券 18,171 18,851

その他 3,232 3,130

貸倒引当金 △169 △124

投資その他の資産合計 21,233 21,858

固定資産合計 33,037 33,445

資産合計 163,014 156,531

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 47,451 38,192

短期借入金 4,425 5,113

未払法人税等 749 742

未成工事受入金 13,539 15,115

賞与引当金 － 97

完成工事補償引当金 927 950

工事損失引当金 1,680 1,895

役員賞与引当金 96 －

その他 8,854 7,038

流動負債合計 77,724 69,146

固定負債   

長期借入金 770 578

退職給付引当金 2,838 2,712

役員退職慰労引当金 133 123

その他 3,010 3,697

固定負債合計 6,752 7,112

負債合計 84,476 76,258
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,455 6,455

資本剰余金 7,344 7,344

利益剰余金 59,735 58,877

自己株式 △1,173 △1,174

株主資本合計 72,361 71,502

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,245 6,051

繰延ヘッジ損益 △11 5

為替換算調整勘定 △2,358 △650

その他の包括利益累計額合計 2,875 5,405

少数株主持分 3,300 3,365

純資産合計 78,537 80,273

負債純資産合計 163,014 156,531
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

完成工事高 45,294 42,104

完成工事原価 38,981 36,641

完成工事総利益 6,313 5,462

販売費及び一般管理費 3,782 4,227

営業利益 2,531 1,235

営業外収益   

受取利息 64 85

受取配当金 118 106

不動産賃貸料 25 33

為替差益 － 68

貸倒引当金戻入額 5 5

持分法による投資利益 － 24

その他 106 103

営業外収益合計 321 427

営業外費用   

支払利息 72 54

不動産賃貸費用 19 17

為替差損 133 －

持分法による投資損失 3 －

その他 9 76

営業外費用合計 238 148

経常利益 2,613 1,514

特別利益   

固定資産処分益 23 6

投資有価証券売却益 － 53

特別利益合計 23 60

特別損失   

固定資産処分損 9 26

投資有価証券評価損 52 －

関係会社株式売却損 － 73

特別損失合計 62 100

税金等調整前四半期純利益 2,574 1,474

法人税、住民税及び事業税 661 841

法人税等調整額 490 △97

法人税等合計 1,151 743

少数株主損益調整前四半期純利益 1,422 730

少数株主利益 86 327

四半期純利益 1,336 403
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,422 730

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △893 805

繰延ヘッジ損益 △34 22

為替換算調整勘定 886 1,817

持分法適用会社に対する持分相当額 24 43

その他の包括利益合計 △16 2,688

四半期包括利益 1,406 3,419

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,289 2,933

少数株主に係る四半期包括利益 117 486
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(3) 四半期連結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) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報等) 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

１ 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 

 

報告セグメント 
調整額 
(百万円) 
(注1) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円) 
(注2) 

環境システム
事業 

(百万円) 

塗装システム
事業 

(百万円) 

合計 
(百万円) 

売上高  

  外部顧客への売上高 26,197 19,097 45,294 － 45,294

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

4 3 8 △8 －

計 26,202 19,101 45,303 △8 45,294

セグメント利益 1,156 1,375 2,531 81 2,613

(注) １  調整額は、以下のとおりであります。 

  セグメント利益の調整額81百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社費

用の純額)85百万円及びその他の調整額△４百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメ

ントに帰属しない受取配当金等であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日） 

１ 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 

 

報告セグメント 
調整額 
(百万円) 
(注1) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円) 
(注2) 

環境システム
事業 

(百万円) 

塗装システム
事業 

(百万円) 

合計 
(百万円) 

売上高  

  外部顧客への売上高 26,904 15,200 42,104 － 42,104

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

0 35 35 △35 －

計 26,904 15,235 42,140 △35 42,104

セグメント利益 1,185 292 1,478 35 1,514

(注) １  調整額は、以下のとおりであります。 

  セグメント利益の調整額35百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社費

用の純額)41百万円及びその他の調整額△５百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメ

ントに帰属しない受取配当金等であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1) 四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（連結） 

区分 

前第１四半期 
連結累計期間 

(自  平成24年４月１日 
  至  平成24年６月30日)

当第１四半期 
連結累計期間 

(自  平成25年４月１日 
  至  平成25年６月30日) 

増減 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

率 
(%) 

受注工事高   

環境システム事業 ビル空調 11,171 20.6 17,547 38.6  6,376  57.1 

 産業空調 21,724 40.1 20,276 44.6  △1,448  △6.7 

 小計 32,895 60.7 37,823 83.2  4,928  15.0 

 (うち海外) (14,426) (26.6) (13,129) (28.9) (△1,297) (△9.0)

塗装システム事業  21,312 39.3 7,649 16.8  △13,663  △64.1 

(うち海外)  (19,983) (36.9) (6,147) (13.5) (△13,836) (△69.2)

合計  54,207 100.0 45,473 100.0  △8,734  △16.1 

(うち海外)  (34,409) (63.5) (19,276) (42.4) (△15,133) (△44.0)

完成工事高   

環境システム事業 ビル空調 6,403 14.1 4,894 11.6  △1,509  △23.6 

 産業空調 19,793 43.7 22,009 52.3  2,216  11.2 

 
小計 
(注)２,３ 

26,197 57.8 26,904 63.9  707  2.7 

 (うち海外) (12,563) (27.7) (15,934) (37.9) (3,371) (26.8)

塗装システム事業 (注)２,３ 19,097 42.2 15,200 36.1  △3,897  △20.4 

(うち海外)  (15,632) (34.5) (13,954) (33.1) (△1,678) (△10.7)

合計  45,294 100.0 42,104 100.0  △3,190  △7.0 

(うち海外)  (28,195) (62.2) (29,889) (71.0) (1,694) (6.0)

繰越工事高   

環境システム事業 ビル空調 41,881 27.5 40,678 29.4  △1,203  △2.9 

 産業空調 41,314 27.1 38,484 27.8  △2,830  △6.8 

 小計 83,196 54.6 79,162 57.2  △4,034  △4.8 

 (うち海外) (30,318) (19.9) (27,781) (20.1) (△2,537) (△8.4)

塗装システム事業  69,058 45.4 59,139 42.8  △9,919  △14.4 

(うち海外)  (62,727) (41.2) (57,472) (41.5) (△5,255) (△8.4)

合計  152,254 100.0 138,302 100.0  △13,952  △9.2 

(うち海外)  (93,046) (61.1) (85,254) (61.6) (△7,792) (△8.4)

(注) 1 受注工事高、完成工事高及び繰越工事高は、外部顧客に対する取引金額となっております。 

2 当第１四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高26,904百万円とセグメント情報における環境

システム事業の売上高26,904百万円との差異０百万円、及び塗装システム事業の完成工事高15,200百万円

とセグメント情報における塗装システム事業の売上高15,235百万円との差異35百万円は、セグメント間の

内部売上高であります。 

3 前第１四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高26,197百万円とセグメント情報における環境

システム事業の売上高26,202百万円との差異４百万円、及び塗装システム事業の完成工事高19,097百万円

とセグメント情報における塗装システム事業の売上高19,101百万円との差異３百万円は、セグメント間の

内部売上高であります。 
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(2) 四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（個別） 

区分 

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) 

増減 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

率 
(%) 

受注工事高   

 環境システム事業 ビル空調 10,687 48.0 17,064 59.5  6,377  59.7 

 産業空調 7,187 32.3 7,361 25.6  174  2.4 

 小計 17,875 80.3 24,426 85.1  6,551  36.6 

  (うち海外) (288) (1.3) (248) (0.9) (△40) (△13.9)

 塗装システム事業  4,375 19.7 4,267 14.9  △108  △2.5 

 (うち海外)  (3,515) (15.8) (3,189) (11.1) (△326) (△9.3)

合計  22,250 100.0 28,693 100.0  6,443  29.0 

(うち海外)  (3,803) (17.1) (3,438) (12.0) (△365) (△9.6)

完成工事高   

 環境システム事業 ビル空調 6,064 29.6 4,582 28.0  △1,482  △24.4 

 産業空調 7,130 34.9 6,263 38.2  △867  △12.2 

 小計 13,194 64.5 10,846 66.2  △2,348  △17.8 

  (うち海外) (248) (1.2) (223) (1.4) (△25) (△10.1)

 塗装システム事業  7,268 35.5 5,549 33.8  △1,719  △23.7 

 (うち海外)  (4,101) (20.0) (4,627) (28.2) (526) (12.8)

合計  20,463 100.0 16,395 100.0  △4,068  △19.9 

(うち海外)  (4,349) (21.2) (4,851) (29.6) (502) (11.5)

繰越工事高   

 環境システム事業 ビル空調 41,383 59.1 40,387 65.4  △996  △2.4 

 産業空調 11,056 15.8 11,135 18.1  79  0.7 

 小計 52,440 74.9 51,523 83.5  △917  △1.7 

  (うち海外) (413) (0.6) (451) (0.7) (38) (9.2)

 塗装システム事業  17,593 25.1 10,194 16.5  △7,399  △42.1 

 (うち海外)  (11,760) (16.8) (8,870) (14.4) (△2,890) (△24.6)

合計  70,034 100.0 61,718 100.0  △8,316  △11.9 

(うち海外)  (12,174) (17.4) (9,322) (15.1) (△2,852) (△23.4)
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(3) 地域に関する情報 

前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

売上高 

日本 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

東南アジア 東アジア 
インド 
(百万円) タイ 

(百万円) 

その他の 
東南アジア 
(百万円) 

中国 
(百万円) 

その他の 
東アジア 
(百万円) 

17,098 3,260 11,135 4,828 5,580 384 731

 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

2,274 45,294 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

売上高 

日本 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

東南アジア 東アジア 
インド 
(百万円) タイ 

(百万円) 

その他の 
東南アジア 
(百万円) 

中国 
(百万円) 

その他の 
東アジア 
(百万円) 

12,215 2,893 10,331 7,439 4,366 102 2,490

 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

2,263 42,104 
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