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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6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 ％

25年12月期第2四半期 3,780 △4.7 138 △49.3 149 △48.4 68 △60.1
24年12月期第2四半期 3,966 18.4 272 69.9 289 59.6 172 157.1

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 105百万円 （△42.1％） 24年12月期第2四半期 182百万円 （147.4％）

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

25年12月期第2四半期 12.98 ―
24年12月期第2四半期 32.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 8,198 4,062 48.8
24年12月期 8,939 4,050 44.6
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  4,002百万円 24年12月期  3,991百万円

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

24年12月期 ― 0.00 ― 17.60 17.60
25年12月期 ― 0.00
25年12月期（予想） ― 16.00 16.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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 7,740 △2.6 397 △10.5 420 △11.3 247 △5.8 46.64

 



(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）  ：  有  

詳細は、【添付資料】Ｐ２「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に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、この四半期決算の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビ
ュー手続は終了しております。 

※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予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により大きく
異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社トーキン

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期2Q 6,000,000 株 24年12月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 704,287 株 24年12月期 704,287 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 5,295,713 株 24年12月期2Q 5,295,713 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間の当業界を取り巻く環境は、公共投資は東日本大震災の復興関連需要や政府の経済対

策の効果により堅調に推移するものの、民間設備投資は、企業業績が回復傾向にありますが本格的な回復には至っ

ておらず低水準傾向が続いており、依然として受注環境は厳しい状況で推移しました。  

  また、住宅投資につきましては、政府の住宅関連政策の効果や低金利、所得環境の改善、消費税の増税前の影響

などで持ち直しの動きがみられ、新設住宅着工戸数は全体として堅調に推移しております。 

  当社グループは、ビル設備部門と住宅設備部門において売上目標の達成と利益確保を重要課題としての受注活動

を行うとともに 、全社をあげて生産の能率アップ、コスト低減等の原価低減活動を行っております。その結果、

売上高37億80百万円(前年同期比4.7％減）、営業利益１億38百万円（前年同期比49.3％減）、経常利益１億49百万

円（前年同期比48.4％減）、四半期純利益68百万円（前年同期比60.1％減）となりました。 

   

（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  

（資産）  

  当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ７億41百万円減少し、81億98百

万円となりました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金並びに商品及び製品の減少によるものです。  

（負債）  

 負債につきましては、前連結会計年度末と比べ７億53百万円減少し、41億35百万円となりました。これは主に支

払手形及び買掛金、短期借入金並びに未払金の減少によるものです。 

（純資産）  

 純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ12百万円増加し、40億62百万円となりました。これは主に利益

剰余金の減少、その他有価証券評価差額金の増加によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況の分析 

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前連結会計年度末と比

較して、３億80百万円減少し、15億９百万円となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果、得られた資金は１億79百万円（前年同四半期３億82百万円の収入）となりました。これは主に

税金等調整前四半期純利益、売上債権及びたな卸資産並びに仕入債務の減少、法人税等の支払いによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、使用した資金は１億54百万円（前年同四半期１億36百万円の支出）となりました。これは主に

有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、使用した資金は４億８百万円（前年同四半期62百万円の収入）となりました。これは主に短期

借入金の返済及び配当金の支払いによるものです。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては現時点において、平成25年２月15日に発表しました平成24年12月期決算短信に記載して

おります平成25年12月期の連結業績予想（平成25年1月1日～平成25年12月31日）から変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、本決算発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。   

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当社は、100％子会社の株式会社トーキンを平成25年１月１日付けで吸収合併しております。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 固定資産の減価償却の方法   

 定率法を採用している固定資産については、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する方法に

よっております。   

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

 



   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,890,008 1,509,658

受取手形及び売掛金 3,138,012 2,978,234

商品及び製品 790,859 545,130

仕掛品 20,395 31,385

原材料及び貯蔵品 356,379 367,423

繰延税金資産 49,749 86,272

その他 96,234 60,564

貸倒引当金 △10,039 △11,645

流動資産合計 6,331,600 5,567,023

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 499,946 517,522

機械装置及び運搬具（純額） 187,024 200,972

土地 1,398,992 1,411,592

その他（純額） 87,715 70,849

有形固定資産合計 2,173,678 2,200,938

無形固定資産   

その他 32,860 34,807

無形固定資産合計 32,860 34,807

投資その他の資産   

投資有価証券 119,149 153,884

長期貸付金 681,054 680,651

繰延税金資産 48,479 16,202

その他 108,074 102,274

貸倒引当金 △554,995 △557,364

投資その他の資産合計 401,762 395,649

固定資産合計 2,608,300 2,631,395

資産合計 8,939,901 8,198,418

 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,700,389 1,340,967

短期借入金 1,800,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 6,000 6,000

未払金 289,743 197,296

未払法人税等 170,277 112,410

賞与引当金 33,237 177,289

その他 289,218 213,236

流動負債合計 4,288,866 3,547,200

固定負債   

長期借入金 14,500 11,500

繰延税金負債 21,286 3,540

退職給付引当金 401,462 419,242

長期未払金 89,385 89,385

長期預り保証金 44,950 45,450

資産除去債務 5,157 5,190

その他 23,777 13,972

固定負債合計 600,518 588,281

負債合計 4,889,384 4,135,482

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,683,378 1,683,378

資本剰余金 1,586,811 1,586,811

利益剰余金 950,111 925,656

自己株式 △243,042 △243,042

株主資本合計 3,977,259 3,952,803

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,339 36,824

為替換算調整勘定 △947 12,927

その他の包括利益累計額合計 14,392 49,752

少数株主持分 58,865 60,380

純資産合計 4,050,517 4,062,936

負債純資産合計 8,939,901 8,198,418

 



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,966,314 3,780,994

売上原価 2,793,118 2,717,940

売上総利益 1,173,195 1,063,053

販売費及び一般管理費 900,626 924,880

営業利益 272,569 138,173

営業外収益   

受取利息 1,615 1,519

受取配当金 787 830

スクラップ売却収入 7,976 8,507

雑収入 12,381 5,088

営業外収益合計 22,760 15,945

営業外費用   

支払利息 5,926 3,718

雑損失 381 1,226

営業外費用合計 6,308 4,945

経常利益 289,021 149,173

特別損失   

固定資産除却損 1,110 41

固定資産売却損 － 1,543

特別損失合計 1,110 1,584

税金等調整前四半期純利益 287,910 147,589

法人税、住民税及び事業税 184,172 105,501

法人税等調整額 △83,346 △28,176

法人税等合計 100,825 77,325

少数株主損益調整前四半期純利益 187,084 70,264

少数株主利益 14,753 1,515

四半期純利益 172,330 68,748

 



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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 187,084 70,264

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,506 21,485

為替換算調整勘定 1,733 13,874

その他の包括利益合計 △4,773 35,360

四半期包括利益 182,311 105,624

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 167,557 104,109

少数株主に係る四半期包括利益 14,753 1,515

 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25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利益 287,910 147,589

減価償却費 61,368 84,173

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,430 3,975

退職給付引当金の増減額（△は減少） 858 17,780

賞与引当金の増減額（△は減少） 158,664 144,052

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,110 1,584

受取利息及び受取配当金 △2,402 △2,349

支払利息 5,926 3,718

売上債権の増減額（△は増加） △149,091 165,573

たな卸資産の増減額（△は増加） 80,437 229,746

仕入債務の増減額（△は減少） 23,641 △363,520

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,204 8,149

その他 △82,159 △97,599

小計 400,037 342,873

利息及び配当金の受取額 2,404 2,350

利息の支払額 △5,892 △3,587

法人税等の支払額 △21,525 △162,120

法人税等の還付額 7,680 8

営業活動によるキャッシュ・フロー 382,703 179,523

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △242,399 △142,711

投資有価証券の取得による支出 △326 △7,063

貸付けによる支出 △2,891 －

貸付金の回収による収入 387 2,834

その他 8,300 △7,106

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,928 △154,046

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） △50,000 △300,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △19,150 △3,000

配当金の支払額 △55,460 △92,642

その他 △13,140 △12,853

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,248 △408,496

現金及び現金同等物に係る換算差額 246 2,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 308,270 △380,349

現金及び現金同等物の期首残高 1,744,696 1,890,008

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,052,967 1,509,658

 



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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