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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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3月期第1四半期 13,318 33.5 △26 ― 48 ― 9 ―
24年3月期第1四半期 9,974 2.1 △505 ― △472 ― △300 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △10百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △259百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 0.70 ―
24年3月期第1四半期 △22.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 42,748 12,431 28.9 916.24
24年3月期 44,806 12,633 28.0 927.77
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  12,336百万円 24年3月期  12,538百万円

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3月期 ― 0.00 ― 13.00 13.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 13.00 13.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 28,600 13.3 345 98.7 370 62.1 170 153.5 12.63
通期 61,500 2.2 1,290 1.1 1,480 2.3 650 11.2 48.27



(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 

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第１０条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ２「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」をご覧ください。 

(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きは実施中であります。 

※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。 

※  注記事項

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3月期1Q 13,988,000 株 24年3月期 13,988,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 523,375 株 24年3月期 473,308 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 13,501,159 株 24年3月期1Q 13,575,892 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復旧・復興需要やエコカー補助金などの

政策効果により、穏やかな回復基調が見えております。しかしながら、夏場へ向けての電力不足、円高の長期化や

欧州の金融問題の世界経済への影響など不透明感が拭えない状況となっております。 

建設業界におきましても、省エネ・節電に関した設備投資以外では、民間の国内新規投資は抑制状況にあり、ま

た、公共工事も依然低調でありました。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなりました。 

売上高は13,318百万円(前年同期比33.5％増)となりました。利益面につきましては、営業損失が26百万円(前年同

期損失額505百万円)となり、経常利益は48百万円(前年同期損失額472百万円)となりました。また、四半期純利益は

9百万円(前年同期損失額300百万円)となりました。 

なお、当社グループは売上高が第４四半期に集中する傾向があり、業績には季節的変動があります。 

商品販売事業におきましては、空調機器、制御機器、省エネ機器を中心とした設備機器の販売を行っておりま

す。売上高は10,266百万円(前年同期比25.0％増)、売上総利益は1,665百万円(前年同期比23.4％増)となりました。

工事事業におきましては、主に計装工事の設計・施工および空調その他機器のメンテナンス・アフターサービス

を行っております。価格競争が続く中で大型工事が完工したことにより、売上高は2,965百万円(前年同期比82.6％

増)、売上総利益は723百万円(前年同期比77.4％増)となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2,057百万円減少し、42,748百万円となりま

した。これは売掛金等の回収により得た現金を買掛金等の支払や借入金等の返済にまわすなど、流動資産が2,103百

万円減少したことが主な要因です。 

（負債の状況） 

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て1,855百万円減少し、30,317百万円となり

ました。これは買掛金等の支払いによる純減額2,018百万円が主な要因です。 

（純資産の状況） 

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て202百万円減少し、12,431百万円となり

ました。これは配当金の支払175百万円と保有有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少20百万円

が主な要因です。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は28.9％となり、前連結会計年度末に比べ0.9％増加しま

した。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました連結業績予想に変更はあ

りません。 

   

（１）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。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（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） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４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。 

 これによる影響は軽微であります。 

   

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
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,249 5,027

受取手形及び売掛金 20,347 16,530

有価証券 31 29

たな卸資産 2,318 3,441

繰延税金資産 475 448

未収入金 4,938 5,751

その他 99 126

貸倒引当金 △19 △18

流動資産合計 33,440 31,336

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,968 2,970

土地 3,718 3,718

その他 596 648

減価償却累計額 △2,024 △2,063

有形固定資産合計 5,258 5,273

無形固定資産   

のれん 158 138

その他 173 194

無形固定資産合計 331 332

投資その他の資産   

投資有価証券 2,862 2,841

繰延税金資産 552 570

その他 2,460 2,492

貸倒引当金 △98 △99

投資その他の資産合計 5,775 5,805

固定資産合計 11,366 11,411

資産合計 44,806 42,748
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,086 13,067

短期借入金 6,402 7,711

1年内償還予定の社債 1,589 1,589

未払法人税等 614 14

未成工事受入金 335 454

賞与引当金 785 309

役員賞与引当金 14 1

その他 998 1,443

流動負債合計 25,827 24,592

固定負債   

社債 490 430

長期借入金 3,715 3,096

退職給付引当金 1,411 1,427

役員退職慰労引当金 487 500

その他 241 270

固定負債合計 6,345 5,724

負債合計 32,172 30,317

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857 1,857

資本剰余金 1,829 1,829

利益剰余金 9,054 8,887

自己株式 △166 △181

株主資本合計 12,574 12,392

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △35 △55

その他の包括利益累計額合計 △35 △55

少数株主持分 94 94

純資産合計 12,633 12,431

負債純資産合計 44,806 42,748
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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 9,974 13,318

売上原価 8,138 10,881

売上総利益 1,835 2,437

販売費及び一般管理費 2,341 2,463

営業損失（△） △505 △26

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 23 26

仕入割引 72 95

雑収入 20 25

営業外収益合計 120 147

営業外費用   

支払利息 42 43

手形売却損 6 9

デリバティブ評価損 18 1

雑損失 19 16

営業外費用合計 87 71

経常利益又は経常損失（△） △472 48

特別損失   

会員権評価損 － 5

特別損失合計 － 5

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△472 42

法人税、住民税及び事業税 20 13

法人税等調整額 △195 20

法人税等合計 △174 33

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△297 9

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △300 9
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△297 9

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 38 △20

その他の包括利益合計 38 △20

四半期包括利益 △259 △10

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △262 △10

少数株主に係る四半期包括利益 2 △0
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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
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