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（注）単位百万円未満切捨て

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年３月21日～平成25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 ％

26年3月期第１四半期 7,952 32.2 △13 ― 14 ― 21 ―

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

(注) 包括利益 26年3月期第１四半期 △36百万円( －％) 25年3月期第１四半期 △514百万円( －％)

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

26年3月期第１四半期 0 83 ―

25年3月期第１四半期 △4 93 ―

（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

26年3月期第１四半期 22,936 15,736 68.6 619 51
25年3月期 25,229 15,926 63.1 626 91

(参考) 自己資本 26年3月期第１四半期 15,736百万円 25年3月期 15,926百万円

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

25年3月期 ― 0 00 ― 6 00 6 00

26年3月期 ―

26年3月期(予想) 0 00 ― 6 00 6 00

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年３月21日～平成26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 △5.8 0 △100.0 60 △54.6 30 △41.0 1 18
通期 34,000 △5.9 700 △20.3 800 △21.6 370 △20.2 14 56

y1655
短信鏡



  

 

 
(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３ページ「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」をご覧下さい。 

 
  

・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）２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

(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
 

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

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

② 期末自己株式数 26年3月期１Ｑ 1,525,542株 25年3月期 1,523,627株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期１Ｑ 25,402,808株 25年3月期１Ｑ 25,409,855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、昨年後半の政権交代に伴い、大胆な金融緩和や

財政出動により過度な円高の修正、株価の上昇、設備投資も上向くなど、景気回復への期待感が一段

と高まってまいりました。しかしながら一方では欧州の債務問題や新興国経済の減速などの影響から

依然として先行き不透明な状況が続きました。  

建設業界におきましては、公共投資は復興関連予算の執行などにより増加し、民間設備投資も緩や

かな回復基調にありましたが、依然として先行き不透明感から設備投資に慎重な動きに加え、資材・

労務費等のコストアップ要因や企業間競争の激化により、低調な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7.1％減の99億８千７百万円、完成工事高が前年同四半期比

32.2％増の79億５千２百万円、営業損失が１千３百万円（前年同四半期は営業損失１億９千１百万

円）、経常利益が１千４百万円（前年同四半期は経常損失１億７千９百万円）、四半期純利益が２千

１百万円（前年同四半期は四半期純損失１億２千５百万円）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22億９千２百万円（9.1％）減

の229億３千６百万円となりました。資産の部については、売上債権の回収により、現金預金が９億

８千４百万円増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金が35億６千４百万円減少しました。 

負債の部については、前連結会計年度末比21億２百万円（22.6％）減の72億円となりました。未成

工事受入金が３億９千万円増加しましたが、工事未払金が12億１千万円減少しました。 

純資産の部については、前連結会計年度末比１億８千９百万円（1.2％）減の157億３千６百万円と

なりました。配当金の支払を計上した結果、利益剰余金が１億３千１百万円、その他有価証券評価差

額金が５千７百万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25年４月30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。 

  

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
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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25年３月21日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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）
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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25年３月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,302,103 3,286,147

受取手形・完成工事未収入金 11,521,980 7,957,471

有価証券 125,318 126,610

未成工事支出金等 1,565,491 1,535,382

その他 649,947 597,817

貸倒引当金 △15,629 △14,820

流動資産合計 16,149,211 13,488,609

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,599,593 1,580,727

その他（純額） 2,056,323 2,359,067

有形固定資産合計 3,655,916 3,939,795

無形固定資産 103,768 114,915

投資その他の資産   

投資有価証券 4,734,645 4,781,391

その他 590,221 616,886

貸倒引当金 △4,731 △4,731

投資その他の資産合計 5,320,134 5,393,545

固定資産合計 9,079,819 9,448,256

資産合計 25,229,031 22,936,866

負債の部   

流動負債   

工事未払金 5,114,905 3,904,008

未払法人税等 464,765 16,320

未成工事受入金 367,142 757,859

賞与引当金 426,529 155,855

引当金 47,302 44,302

その他 1,603,294 1,039,262

流動負債合計 8,023,939 5,917,608

固定負債   

退職給付引当金 1,025,662 1,024,835

役員退職慰労引当金 250,571 254,861

その他 2,730 2,770

固定負債合計 1,278,964 1,282,467

負債合計 9,302,903 7,200,076
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 6,559,014 6,427,794

自己株式 △452,445 △453,135

株主資本合計 15,606,389 15,474,480

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 319,738 262,309

その他の包括利益累計額合計 319,738 262,309

純資産合計 15,926,128 15,736,790

負債純資産合計 25,229,031 22,936,866
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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24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年６月20日) 

完成工事高 6,017,286 7,952,202

完成工事原価 5,856,251 7,598,645

完成工事総利益 161,035 353,556

販売費及び一般管理費 352,740 367,357

営業損失（△） △191,705 △13,801

営業外収益   

受取利息 990 1,142

受取配当金 10,956 15,875

受取賃貸料 6,209 6,493

その他 4,245 12,959

営業外収益合計 22,401 36,470

営業外費用   

支払利息 4,270 3,751

賃貸費用 3,019 3,011

その他 2,845 1,469

営業外費用合計 10,135 8,232

経常利益又は経常損失（△） △179,439 14,437

特別利益   

固定資産売却益 － 18,002

補助金収入 － 10,000

特別利益合計 － 28,002

特別損失   

投資有価証券評価損 10,193 －

特別損失合計 10,193 －

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（△）

△189,633 42,439

法人税、住民税及び事業税 8,302 8,419

法人税等調整額 △72,775 12,814

法人税等合計 △64,473 21,234

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（△）

△125,160 21,204

四半期純利益又は四半期純損失（△） △125,160 21,204
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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24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年６月20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（△）

△125,160 21,204

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △389,515 △57,428

その他の包括利益合計 △389,515 △57,428

四半期包括利益 △514,676 △36,224

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △514,676 △36,224
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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25年３月期 平成26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 7,122,387 (66.3%) 6,653,235 (66.6%) △469,151 △6.6 %

備 一般空調衛生設備 2,006,883 (18.7) 1,566,699 (15.7) △440,184 △21.9

工 小 計 9,129,270 (85.0) 8,219,935 (82.3) △909,335 △10.0

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 597,732 (5.5) 525,191 (5.3) △72,541 △12.1

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 1,020,974 (9.5) 1,242,131 (12.4) 221,157 21.7

合  計 10,747,977 (100.0) 9,987,258 (100.0) △760,719 △7.1

（２）個別受注実績内訳

区  分
平成25年３月期 平成26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 6,338,807 (66.3%) 5,860,221 (65.6%) △478,585 △7.6 %

備 一般空調衛生設備 1,612,877 (16.9) 1,303,579 (14.6) △309,297 △19.2

工 小 計 7,951,684 (83.2) 7,163,801 (80.2) △787,883 △9.9

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 597,732 (6.2) 525,191 (5.9) △72,541 △12.1

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 1,017,475 (10.6) 1,241,293 (13.9) 223,818 22.0

合  計 9,566,892 (100.0) 8,930,286 (100.0) △636,606 △6.7
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