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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 39,926 12.7 242 ― 341 ― 41 ―
23年3月期第3四半期 35,440 △6.6 △145 ― 5 △98.5 △156 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △65百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △396百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 3.08 ―
23年3月期第3四半期 △11.51 ―

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

24年3月期第3四半期 40,501 11,934 29.2 876.25
23年3月期 38,233 12,193 31.7 891.78
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,842百万円 23年3月期  12,106百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 13.00 13.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 13.00 13.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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  ：  有  
業績予想の修正については、本日（平成24年1月31日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 56,500 8.9 920 22.2 1,100 13.8 480 46.3 35.52



(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 

(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、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。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 13,988,000 株 23年3月期 13,988,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 473,308 株 23年3月期 412,108 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 13,563,042 株 23年3月期3Q 13,600,892 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響からは、サプライチェーンの急速な復旧

や企業マインドの持ち直しにより回復傾向にありました。しかし、欧州の金融不安や円高の長期化、タイの洪水被

害などの影響で雇用や所得が低迷し、先行き不透明感が続く状況となっております。 

建設業界におきましても、東北地域では復興需要が出始めておりますが、欧州債務危機と米欧景気の減速や円高

の長期化などによる国内経済の先行き懸念から、設備投資は力強さに欠ける厳しい市場環境が続いております。 

  

このような状況にあって、当期においては、東北地域での震災後の復旧に係る工事の取込や機器販売などがあ

り、当第３四半期連結累計会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39,926百万円(前年同期比12.7％増)となりました。利益面につきましては、営業利益が242百万円(前年

同期△145百万円)となり、経常利益は341百万円(前年同期５百万円)となりました。また、四半期純利益は41百万円

(前年同期△156百万円)となりました。 

なお、当社グループでは売上高が第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。 

セグメント毎の業績は次のとおりであります。 

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31,241百万円(前年同期比11.7％増)、売上総利益は4,992百万円(前年同期比6.8％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。売上高は8,633百万円(前年同期比15.6％増)、売上総利益は1,949百万円(前年同期比1.7％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３四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2,267百万円増加し、40,501百万円となりま

した。これは売上増加に伴って売掛金やたな卸資産が増加するなど、流動資産が2,235百万円増加したことが主な要

因です。 

（負債の状況） 

当第３四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2,527百万円増加し、28,566百万円となり

ました。これは売上の増加に伴う運転資金需要から有利子負債が1,141百万円増加し、また支払手形及び買掛金等も

1,073百万円増加していることが主な要因です。 

（純資産の状況） 

当第３四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259百万円減少し、11,934百万円となり

ました。これは四半期純利益41百万円の計上、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112

百万円および、配当金の支払176百万円が主な要因です。 

この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は29.2％となり、前連結会計年度末に比べ2.4％減少しました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月20日に公表しました業績予想を修正しました。 

詳細については、本日（平成24年１月31日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,010 4,469

受取手形及び売掛金 15,860 16,601

有価証券 430 9

たな卸資産 1,495 3,375

繰延税金資産 371 263

未収入金 3,740 4,405

その他 77 95

貸倒引当金 △7 △8

流動資産合計 26,977 29,212

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,988 2,975

土地 3,581 3,581

その他 571 588

減価償却累計額 △1,909 △2,006

有形固定資産合計 5,231 5,138

無形固定資産   

のれん 237 177

その他 211 178

無形固定資産合計 448 356

投資その他の資産   

投資有価証券 2,370 2,541

繰延税金資産 620 630

その他 2,693 2,728

貸倒引当金 △109 △108

投資その他の資産合計 5,575 5,792

固定資産合計 11,255 11,288

資産合計 38,233 40,501
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,462 12,535

短期借入金 3,835 5,663

1年内償還予定の社債 1,700 1,639

未払法人税等 145 49

未成工事受入金 188 513

賞与引当金 591 302

役員賞与引当金 16 1

その他 797 1,144

流動負債合計 18,738 21,850

固定負債   

社債 1,899 600

長期借入金 3,360 4,034

退職給付引当金 1,297 1,379

役員退職慰労引当金 430 453

その他 312 250

固定負債合計 7,301 6,716

負債合計 26,039 28,566

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 8,646 8,511

自己株式 △149 △166

株主資本合計 12,183 12,031

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △76 △189

その他の包括利益累計額合計 △76 △189

少数株主持分 87 91

純資産合計 12,193 11,934

負債純資産合計 38,233 40,501
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 35,440 39,926

売上原価 28,589 32,747

売上総利益 6,850 7,179

販売費及び一般管理費 6,996 6,937

営業利益又は営業損失（△） △145 242

営業外収益   

受取利息 19 12

受取配当金 44 53

仕入割引 205 234

雑収入 112 51

営業外収益合計 381 351

営業外費用   

支払利息 143 128

手形売却損 21 20

社債発行費 － 3

デリバティブ評価損 14 17

雑損失 50 83

営業外費用合計 230 252

経常利益 5 341

特別利益   

投資有価証券売却益 12 －

特別利益合計 12 －

特別損失   

固定資産除却損 8 －

減損損失 32 －

投資有価証券売却損 － 2

投資有価証券評価損 － 9

会員権評価損 8 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 60 －

特別損失合計 109 22

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（△）

△91 319

法人税、住民税及び事業税 66 123

法人税等調整額 △8 147

法人税等合計 58 271

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（△）

△150 47

少数株主利益 6 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △156 41
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

△150 47

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △246 △112

その他の包括利益合計 △246 △112

四半期包括利益 △396 △65

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △403 △70

少数株主に係る四半期包括利益 6 5
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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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