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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 20,111 △15.0 △576 ― △494 ― △392 ―

22年3月期第2四半期 23,661 5.8 805 239.9 878 146.7 387 △79.3

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

23年3月期第2四半期 △17.15 ―

22年3月期第2四半期 16.91 ―

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

23年3月期第2四半期 38,851 24,189 62.3 1,057.14
22年3月期 42,881 25,126 58.6 1,098.06

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  24,189百万円 22年3月期  25,126百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 6.50 ― 9.50 16.00

23年3月期 ― 6.50

23年3月期 
（予想）

― 9.50 16.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 53,200 △2.4 570 △67.9 740 △61.3 260 △69.3 11.36



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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の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 
 本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績は、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。業績予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、【添付資料】２ページ
「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 22,888,604株 22年3月期  22,888,604株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  6,473株 22年3月期  6,195株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 22,882,276株 22年3月期2Q 22,883,074株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、引き続き回復基調で推移いたしましたものの、世

界経済の減速懸念や円高の進行等依然として先行きの不透明感は拭いきれず、建設業界におきまして

も、公共投資は減少を続け、設備投資も回復の遅れが見込まれるなど厳しい環境が続いております。 

このような状況のなか、当社グループは、期初に掲げた方針のもとに、堅実な経営戦略を維持しつ

つ、従来の延長線上にない変革や構造改革にもチャレンジするため、環境分野の新たなニーズの掘り起

こしや環境・省エネに関する新技術の開発などの施策を実施しております。その結果、昨年大きく落ち

込んだ設備投資が徐々に回復の兆しを見せたことにより、当第２四半期連結累計期間における受注高は

前年同四半期比17.1％増加の26,964百万円と堅調に推移したものの、受注物件の着工時期の遅れや工事

進行基準物件が低い進捗率にとどまったことにより、売上高は前年同四半期比15.0％減少の20,111百万

円となりました。損益につきましては、売上高の減少に加え、厳しい受注環境のもと工事粗利益率が低

下したことにより、営業損失576百万円（前年同四半期 営業利益805百万円）、経常損失494百万円（前

年同四半期 経常利益878百万円）となり、四半期純損益につきましては、投資有価証券評価損119百万

円を計上したことにより、四半期純損失392百万円（前年同四半期 四半期純利益387百万円）となりま

した。 

  

(資産の部) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3,675百万円減少し、27,252百万円（前年同四半期末32,851

百万円）となりました。これは主に現金及び預金が2,756百万円及び受取手形・完成工事未収入金等が

1,102百万円減少したことによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて354百万円減少し、11,598百万円（前年同四半期末11,638百

万円）となりました。これは主に無形固定資産が93百万円増加し、投資有価証券が671百万円減少した

ことによるものです。 

(負債の部) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3,129百万円減少し、13,906百万円（前年同四半期末19,033

百万円）となりました。これは主に支払手形・工事未払金等が1,473百万円、未払法人税等が431百万円

及び未成工事受入金が534百万円減少したことによるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて35百万円増加し、755百万円（前年同四半期末709百万円）と

なりました。これは主に長期借入金が40百万円増加したことによるものです。 

(純資産の部) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて936百万円減少し、24,189百万円（前年同四半期末24,746百万

円）となりました。これは主に利益剰余金が609百万円及びその他有価証券評価差額金が326百万円減少

したことによるものです。 

  

平成22年10月26日に公表いたしました業績予想から変更しておりません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日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、実際の業績は、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. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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。 

②退職給付費用の算定方法 

退職給付費用は、期首に算定した当連結会計年度に係る退職給付費用を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日)を適用しております。 

なお、この変更に伴う四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研

究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

なお、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）の適用に伴

い、連結子会社の資産及び負債の評価については、部分時価評価法から全面時価評価法へ変更してお

ります。これらの変更に伴う損益及びセグメント情報への影響はありません。 

②表示方法の変更 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産除売却損益（△は益）」は、前第２四半期連

結累計期間において区分掲記しておりましたが、重要性がなくなったため、当第２四半期連結累計期

間より営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産除売却損益（△は益）」に含めて表示してお

ります。 

なお、当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産除売却損益

（△は益）」に含まれる「有形固定資産除売却損益（△は益）」は1百万円であります。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,701 12,457

受取手形・完成工事未収入金等 15,690 16,793

未成工事支出金 431 581

商品 2 1

材料貯蔵品 0 0

その他 1,453 1,167

貸倒引当金 △25 △74

流動資産合計 27,252 30,928

固定資産

有形固定資産 3,608 3,665

無形固定資産 1,187 1,093

投資その他の資産

投資有価証券 4,257 4,928

その他 2,648 2,370

貸倒引当金 △103 △104

投資その他の資産合計 6,802 7,195

固定資産合計 11,598 11,953

資産合計 38,851 42,881
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 11,256 12,729

1年内返済予定の長期借入金 70 60

未払法人税等 101 532

未成工事受入金 849 1,384

賞与引当金 363 381

役員賞与引当金 － 28

完成工事補償引当金 86 108

工事損失引当金 213 115

その他 965 1,694

流動負債合計 13,906 17,035

固定負債

長期借入金 50 10

退職給付引当金 182 195

役員退職慰労引当金 205 197

再評価に係る繰延税金負債 191 191

その他 126 125

固定負債合計 755 720

負債合計 14,662 17,755

純資産の部

株主資本

資本金 2,746 2,746

資本剰余金 2,498 2,498

利益剰余金 18,682 19,292

自己株式 △4 △3

株主資本合計 23,923 24,533

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 354 681

土地再評価差額金 △89 △89

評価・換算差額等合計 265 592

純資産合計 24,189 25,126

負債純資産合計 38,851 42,881
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 23,661 20,111

売上原価 20,087 17,997

売上総利益 3,573 2,114

販売費及び一般管理費 2,768 2,690

営業利益又は営業損失（△） 805 △576

営業外収益

受取利息 5 3

受取配当金 47 51

その他 33 37

営業外収益合計 86 92

営業外費用

支払利息 12 10

その他 0 1

営業外費用合計 12 11

経常利益又は経常損失（△） 878 △494

特別利益

貸倒引当金戻入額 14 49

固定資産売却益 1 －

その他 2 0

特別利益合計 17 49

特別損失

固定資産除売却損 2 1

投資有価証券評価損 139 119

特別損失合計 142 120

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（△）

753 △566

法人税、住民税及び事業税 287 86

法人税等調整額 79 △260

法人税等合計 366 △173

四半期純利益又は四半期純損失（△） 387 △392
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

753 △566

減価償却費 117 109

受取利息及び受取配当金 △53 △54

支払利息 12 10

固定資産除売却損益（△は益） － 1

有形固定資産除売却損益（△は益） 1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 139 119

売上債権の増減額（△は増加） 7,240 1,103

未成工事支出金の増減額（△は増加） △303 149

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 0 △0

仕入債務の増減額（△は減少） △7,448 △1,473

未成工事受入金の増減額（△は減少） 284 △534

その他 169 △780

小計 915 △1,916

利息及び配当金の受取額 53 55

利息の支払額 △12 △10

法人税等の支払額 △2,499 △490

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,543 △2,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △999 △499

有価証券の償還による収入 1,000 500

有形固定資産の取得による支出 △50 △65

有形固定資産の売却による収入 12 －

無形固定資産の取得による支出 △347 △142

投資有価証券の取得による支出 △105 △15

定期預金の純増減額（△は増加） △5 △5

その他 2 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △493 △233

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △158 △50

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △197 △217

財務活動によるキャッシュ・フロー △356 △167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,392 △2,762

現金及び現金同等物の期首残高 12,821 11,922

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,428 9,159
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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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4. 補足情報

事業のセグメント別受注高、売上高及び手持工事高

 ① 受注高

(単位：百万円、％)
前第２四半期
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期
連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日)

比 較 増 減

金  額 構成比 金  額 構成比 金   額 比 率

設備 
工事業

空調衛生 
設備工事業

 産業設備工事 9,667 42.0 12,681 47.0 3,014 31.2

 一般ビル設備工事 12,236 53.2 13,033 48.3 796 6.5

電 気 設 備 工 事 業 600 2.6 710 2.7 109 18.3

冷 熱 機 器 販 売 事 業 512 2.2 539 2.0 26 5.2

合     計 23,017 100.0 26,964 100.0 3,947 17.1

空調衛生設備工事業 
の官民別内訳

官 公 庁 5,682 25.9 2,430 9.5 △ 3,251 △ 57.2

民 間 16,221 74.1 23,284 90.5 7,062 43.5

計 21,903 100.0 25,714 100.0 3,810 17.4

② 売上高

(単位：百万円、％)
前第２四半期
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期
連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日)

比 較 増 減

金  額 構成比 金  額 構成比 金   額 比 率

設備 
工事業

空調衛生 
設備工事業

 産業設備工事 10,927 46.2 8,573 42.6 △ 2,353 △ 21.5

 一般ビル設備工事 11,569 48.9 10,489 52.2 △ 1,079 △ 9.3

電 気 設 備 工 事 業 651 2.7 509 2.5 △ 142 △ 21.9

冷 熱 機 器 販 売 事 業 512 2.2 539 2.7 26 5.2

合     計 23,661 100.0 20,111 100.0 △ 3,549 △ 15.0

空調衛生設備工事業 
の官民別内訳

官 公 庁 5,468 24.3 3,853 20.2 △ 1,615 △ 29.5

民 間 17,028 75.7 15,210 79.8 △ 1,817 △ 10.7

計 22,496 100.0 19,063 100.0 △ 3,433 △ 15.3

③ 手持工事高

(単位：百万円、％)

前第２四半期
連結会計期間末 

(平成21年９月30日)

当第２四半期
連結会計期間末 

(平成22年９月30日)
比 較 増 減

金  額 構成比 金  額 構成比 金   額 比 率

設備 
工事業

空調衛生 
設備工事業

 産業設備工事 10,539 39.9 10,528 41.5 △ 10 △ 0.1

 一般ビル設備工事 15,632 59.3 14,192 56.0 △ 1,439 △ 9.2

電 気 設 備 工 事 業 213 0.8 643 2.5 430 202.2

冷 熱 機 器 販 売 事 業 － － － － － －

合     計 26,385 100.0 25,365 100.0 △ 1,019 △ 3.9

空調衛生設備工事業 
の官民別内訳

官 公 庁 9,862 37.7 6,368 25.8 △ 3,494 △ 35.4

民 間 16,309 62.3 18,353 74.2 2,043 12.5

計 26,172 100.0 24,721 100.0 △ 1,450 △ 5.5
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