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(注）単位百万円未満切捨て

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年３月21日～平成24年６月20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 ％

25年3月期第１四半期 6,017 △8.7 △191 － △179 － △125 －

24年3月期第１四半期 6,590 6.8 △269 － △260 － △161 －

(注) 包括利益 25年3月期第１四半期 △514百万円( －％) 24年3月期第１四半期 △116百万円( －％)

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 △4 93 －

24年3月期第１四半期 △6 34 －

（２）連結財政状態

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 20,656 14,452 70.0 568 77
24年3月期 23,294 15,119 64.9 595 02

(参考) 自己資本 25年3月期第１四半期 14,452百万円 24年3月期 15,119百万円

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

24年3月期 － 0 00 － 6 00 6 00

25年3月期 －

25年3月期(予想) 0 00 － 6 00 6 00

３．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年３月21日～平成25年3月20日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 14,000 △4.5 △100 － △70 － △100 － △3 94

通期 31,000 △4.2 420 11.8 520 2.7 270 2.6 10 63
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・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いませ

ん。 

  

・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、四半期決算短信（添付資料）１ページ「連結業績予想に

関する定性的情報」をご覧下さい。 

※ 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)

（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) 25年3月期1Ｑ 26,927,652株 24年3月期 26,927,652株

② 期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 1,517,942株 24年3月期 1,517,278株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 25,409,855株 24年3月期1Ｑ 25,415,496株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要による公共投資の増

加などにより、景気の一部に緩やかな回復の兆しが見られたものの、長期化するデフレや円高に加

え、ユーロ圏の債務問題を背景とした海外経済の減速など、依然として先行き不透明な状況で推移し

ました。 

建設業界におきましては、公共投資の増加が見られましたが、民間設備投資は総じて低調に推移し

たことにより、企業間競争が激化し、厳しい経営環境が続きました。 

このような経営環境のもと、当社グループは総力をあげて当社グループの独自の技術・商品を活用

した積極的な営業活動、経営の効率化を推進してきました。この結果、当第１四半期連結累計期間の

業績は、受注工事高が前年同四半期比24.8%増の107億４千７百万円、完成工事高が前年同四半期比

8.7％減の60億１千７百万円、営業損失が１億９千１百万円（前年同四半期は営業損失２億６千９百

万円）、経常損失が１億７千９百万円（前年同四半期は経常損失２億６千万円）、四半期純損失が１

億２千５百万円（前年同四半期は四半期純損失１億６千１百万円）となりました。 

なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期、特に第４四半

期連結会計期間に偏る傾向があり、上半期特に第１四半期の計上額は相対的に少なくなります。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比26億３千８百万円（11.3％）減

の206億５千６百万円となりました。資産の部については、売上債権の回収により、現金預金が13億

２百万円増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金が37億６千８百万円減少しました。 

負債の部については、前連結会計年度末比19億７千１百万円（24.1％）減の62億４百万円となりま

した。流動負債その他が８千７百万円増加しましたが、工事未払金が18億３千３百万円減少しまし

た。 

純資産の部については、前連結会計年度末比６億６千７百万円（4.4％）減の144億５千２百万円と

なりました。配当金の支払及び四半期純損失を計上した結果、利益剰余金が２億７千７百万円、その

他有価証券評価差額金が３億８千９百万円それぞれ減少しました。 

  

連結業績見通しについては、平成24年４月27日付決算短信において発表した予想を変更しておりま

せん。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

１．当四半期決算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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,336,486 3,638,619

受取手形・完成工事未収入金 10,668,967 6,900,891

有価証券 9,997 9,997

未成工事支出金等 1,123,142 1,548,662

その他 645,493 498,174

貸倒引当金 △2,234 △174

流動資産合計 14,781,852 12,596,170

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,694,818 1,669,823

その他（純額） 1,569,795 1,561,516

有形固定資産合計 3,264,613 3,231,339

無形固定資産 107,102 109,228

投資その他の資産   

投資有価証券 4,184,091 3,567,368

その他 977,600 1,172,729

貸倒引当金 △20,362 △20,362

投資その他の資産合計 5,141,329 4,719,735

固定資産合計 8,513,045 8,060,304

資産合計 23,294,897 20,656,474

負債の部   

流動負債   

工事未払金 5,196,506 3,363,490

未払法人税等 79,242 15,839

未成工事受入金 456,064 437,218

賞与引当金 283,951 144,165

引当金 61,256 60,132

その他 802,326 889,963

流動負債合計 6,879,346 4,910,810

固定負債   

退職給付引当金 1,049,585 1,043,568

役員退職慰労引当金 243,847 247,293

その他 2,368 2,395

固定負債合計 1,295,801 1,293,257

負債合計 8,175,147 6,204,067
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,499,820 4,499,820

利益剰余金 6,247,774 5,970,151

自己株式 △450,511 △450,716

株主資本合計 15,297,083 15,019,256

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △177,333 △566,849

その他の包括利益累計額合計 △177,333 △566,849

純資産合計 15,119,750 14,452,407

負債純資産合計 23,294,897 20,656,474
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

完成工事高 6,590,286 6,017,286

完成工事原価 6,492,145 5,856,251

完成工事総利益 98,140 161,035

販売費及び一般管理費 367,290 352,740

営業損失（△） △269,149 △191,705

営業外収益   

受取利息 1,339 990

受取配当金 9,123 10,956

受取賃貸料 6,023 6,209

その他 3,661 4,245

営業外収益合計 20,148 22,401

営業外費用   

支払利息 5,154 4,270

投資有価証券売却損 2,856 2,395

賃貸費用 3,087 3,019

その他 474 450

営業外費用合計 11,573 10,135

経常損失（△） △260,574 △179,439

特別利益   

貸倒引当金戻入額 39,970 －

投資有価証券売却益 39,321 －

特別利益合計 79,292 －

特別損失   

投資有価証券評価損 98,270 10,193

特別損失合計 98,270 10,193

税金等調整前四半期純損失（△） △279,552 △189,633

法人税、住民税及び事業税 13,050 8,302

法人税等調整額 △131,550 △72,775

法人税等合計 △118,499 △64,473

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △161,052 △125,160

四半期純損失（△） △161,052 △125,160
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △161,052 △125,160

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 44,978 △389,515

その他の包括利益合計 44,978 △389,515

四半期包括利益 △116,073 △514,676

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △116,073 △514,676
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

                              （単位：千円） 

 
(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

                              （単位：千円） 

 
(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

  

  

  

  

  

  

  

（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

４．補足情報

（１）連結受注実績内訳

区  分
平成24年３月期 平成25年３月期

比 較 増 減 増減率
第１四半期 第１四半期

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 4,533,018 (52.7%) 7,122,387 (66.3%) 2,589,368 57.1 %

備 一般空調衛生設備 2,308,639 (26.8) 2,006,883 (18.7) △301,756 △13.1

工 小 計 6,841,658 (79.5) 9,129,270 (85.0) 2,287,612 33.4

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,156,537 (13.4) 597,732 (5.5) △558,804 △48.3

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 611,989 (7.1) 1,020,974 (9.5) 408,984 66.8

合  計 8,610,185 (100.0) 10,747,977 (100.0) 2,137,792 24.8

（２）個別受注実績内訳

区  分
平成24年３月期 平成25年３月期

比 較 増 減 増減率
第１四半期 第１四半期

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 4,013,060 (52.7%) 6,338,807 (66.3%) 2,325,747 58.0 %

備 一般空調衛生設備 1,833,391 (24.1) 1,612,877 (16.9) △220,514 △12.0

工 小 計 5,846,451 (76.8) 7,951,684 (83.2) 2,105,233 36.0

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 1,156,537 (15.2) 597,732 (6.2) △558,804 △48.3

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 611,041 (8.0) 1,017,475 (10.6) 406,433 66.5

合  計 7,614,030 (100.0) 9,566,892 (100.0) 1,952,861 25.6
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