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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 93,685 △16.8 △1,200 ― △585 ― △504 ―
25年3月期第2四半期 112,534 34.9 △526 ― △87 ― △694 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,263百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △1,344百万円 （―％）

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2四半期 △6.66 ―
25年3月期第2四半期 △9.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 182,411 94,002 49.4
25年3月期 207,465 93,932 43.6
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  90,175百万円 25年3月期  90,371百万円

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

25年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
26年3月期 ― 12.50
26年3月期（予想） ― 12.50 25.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  無  
（参考）予想受注高（通期） 240,000百万円 

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 243,000 △2.2 5,600 56.8 6,400 34.4 3,700 69.2 48.81
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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（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  ：  有  
詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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す。なお、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を終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績の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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績
予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 
 当社は、平成25年11月13日（水）に機関投資家および証券アナリスト向け第２四半期決算説明会を開催いたします。この説明会で使用する資料につきまして
は、開催後速やかに当社ホームページに掲載いたします。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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） 26年3月期2Q 85,765,768 株 25年3月期 85,765,768 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 10,940,631 株 25年3月期 9,595,830 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 75,808,241 株 25年3月期2Q 76,053,682 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策効果等を背景に、輸出環境の改善

や生産の増加、設備投資に持ち直しの動きが見られるなど、国内景気は緩やかな回復基調で推移

しました。 

当社およびグループ各社は、中期経営計画に基づき、総力を挙げて採算性重視の受注活動およ

びコストダウンに取り組んでまいりました結果、当第２四半期連結累計期間の業績は次のとおり

となりました。 

当第２四半期連結累計期間の受注高は、前年同四半期連結累計期間（以下「前年同四半期」と

いいます。）を9.7％上回る1,299億35百万円となりました。 

一般設備は前年同四半期を13.3％上回る869億06百万円、産業設備は前年同四半期を1.5％上回

る395億77百万円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を9.3％上回る1,264億83百万円とな

りました。設備機器の製造・販売事業は、前年同四半期を26.7％上回る33億51百万円となりまし

た。また、その他は、前年同四半期を5.1％下回る１億00百万円となりました。その構成比は、一

般設備が66.9％、産業設備が30.5％、あわせた設備工事事業は97.4％、設備機器の製造・販売事

業が2.5％、その他が0.1％であります。 
 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期を16.8％下回る936億85百万円となりまし

た。 

一般設備は前年同四半期を15.4％下回る598億02百万円、産業設備は前年同四半期を20.2％下回

る310億61百万円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を17.1％下回る908億64百万円とな

りました。設備機器の製造・販売事業は、前年同四半期を3.9％下回る27億19百万円となりまし

た。また、その他は、前年同四半期を5.1％下回る１億00百万円となりました。その構成比は、一

般設備が63.8％、産業設備が33.2％、あわせた設備工事事業は97.0％、設備機器の製造・販売事

業が2.9％、その他が0.1％であります。 
 

当第２四半期連結会計期間末の繰越高は、前年同四半期連結会計期間末を21.6％上回る2,015億 

29百万円となりました。 
 

第１四半期連結会計期間から、中期経営計画に基づき、重要性が増したタカサゴベトナムCo., 

Ltd.を連結の範囲に含めております。このことに伴い、当第２四半期連結累計期間の受注高は２

億54百万円、売上高は５億92百万円、繰越高は３億17百万円それぞれ増加しております。 
 

当第２四半期連結累計期間の損益は、営業損失は12億00百万円（前年同四半期は営業損失５億

26百万円）、経常損失は５億85百万円（前年同四半期は経常損失87百万円）、四半期純損失は５

億04百万円（前年同四半期は四半期純損失６億94百万円）となりました。 
 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。（セグメントごとの業績については、セグメ

ント間の内部売上高等を含めて記載しております。） 

（設備工事事業） 

売上高は前年同四半期を17.1％下回る908億65百万円、セグメント損失（営業損失）は12億23

百万円（前年同四半期はセグメント損失（営業損失）６億28百万円）となりました。 
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（設備機器の製造・販売事業） 

売上高は前年同四半期を4.0％下回る34億94百万円、 セグメント損失（営業損失）は０百万

円（前年同四半期はセグメント利益（営業利益）47百万円）となりました。 

（その他） 

売上高は前年同四半期を6.2％下回る１億07百万円、セグメント利益（営業利益）は前年同四

半期を57.9％下回る22百万円となりました。 

 

 

当社グループの主力事業である設備工事事業（空調設備工事）は、通常の営業形態として工事の

完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中する一方、販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ

恒常的に発生するため、利益は第４四半期連結会計期間に偏るなど業績に季節的変動があります。

このため、第１四半期連結累計期間から第３四半期連結累計期間までは営業損失、経常損失および

四半期純損失となる傾向にあります。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

① 資産、負債および純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形・完成工事未収入金等が減少した

ことなどにより、前連結会計年度末に比べて250億53百万円減少し、1,824億11百万円となりま

した。 

負債合計は、支払手形・工事未払金等が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ

て251億23百万円減少し、884億09百万円となりました。 

また、純資産合計は、自己株式が増加したものの、その他有価証券評価差額金が増加したこ

となどにより、前連結会計年度末に比べて69百万円増加し、940億02百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ

て12億63百万円減少し、298億47百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億28百万円の支出（前年同四半期は40億19百万

円の収入）となりました。これは主に仕入債務の減少などの支出が、売上債権の減少などの

収入を上回ったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、18億34百万円の収入（前年同四半期比＋17億90百

万円）となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、19億51百万円の支出（前年同四半期比△18億12百

万円）となりました。これは主に自己株式の取得による支出および配当金の支払いによるも

のであります。 
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 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

今後の見通しにつきましては、世界景気は欧州政府債務問題やアジア地域の成長鈍化など不透

明な要因はあるものの、海外経済の持ち直しと国内企業の収益改善を背景に、国内景気は緩やか

に回復基調を続けるものと思われます。 

空調業界におきましては、公共投資、民間設備投資ともに、持ち直し傾向で推移することが予

想されるものの、競争激化により、厳しい経営環境が続くものと思われます。 

このような情勢のもと、当社グループは採算性重視の受注活動とコストダウンの継続および重

点分野への経営資源集中により、収益力の一層の強化と経営の効率化を図り、計画達成に向けて

取り組んでまいります。 

通期の連結業績見通しにつきましては、連結・個別ともに、平成25年５月13日付決算短信にお

いて発表した予想数値を変更しておりません（連結：売上高2,430億円、営業利益56億円、経常利

益64億円、当期純利益37億円、受注高2,400億円、繰越高1,622億円、個別：売上高1,950億円、営

業利益41億円、経常利益51億円、当期純利益30億円、受注高1,950億円、繰越高1,443億円を予定

しております。）。 

当社は、平成25年９月４日、設備工事の入札に関して、独占禁止法違反の疑いがあるとして、

公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。当社といたしましては、こうした事態を厳粛

に受け止め、検査に全面的に協力しております。 

 

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 

該当事項はありません。 

なお、第１四半期連結会計期間から、中期経営計画に基づき、重要性が増したタカサゴベトナ

ムCo., Ltd.を連結の範囲に含めております。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見

積実効税率を使用する方法によって計算しております。 

ただし、税金等調整前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を使用する方法によっ

て計算しております。 

 

(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。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 32,565 31,742

受取手形・完成工事未収入金等 112,846 87,040

有価証券 138 145

未成工事支出金等 3,141 4,692

その他 8,035 7,634

貸倒引当金 △129 △101

流動資産合計 156,597 131,154

固定資産   

有形固定資産 6,270 6,257

無形固定資産 848 751

投資その他の資産   

投資有価証券 32,806 34,324

その他 11,505 10,275

貸倒引当金 △458 △352

投資損失引当金 △104 －

投資その他の資産合計 43,749 44,248

固定資産合計 50,867 51,256

資産合計 207,465 182,411
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 61,343 38,484

短期借入金 4,373 4,689

未払金 23,892 15,826

未払法人税等 523 348

未成工事受入金 4,351 9,381

工事損失引当金 2,919 3,324

引当金 840 794

その他 10,022 9,170

流動負債合計 108,267 82,022

固定負債   

長期借入金 70 70

退職給付引当金 1,307 1,321

役員退職慰労引当金 122 138

その他 3,765 4,857

固定負債合計 5,265 6,387

負債合計 113,533 88,409

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,134 13,134

資本剰余金 12,854 12,854

利益剰余金 65,823 64,360

自己株式 △7,222 △8,330

株主資本合計 84,589 82,019

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,075 8,168

為替換算調整勘定 △294 △11

その他の包括利益累計額合計 5,781 8,156

新株予約権 89 88

少数株主持分 3,471 3,737

純資産合計 93,932 94,002

負債純資産合計 207,465 182,411

―　6　―

高砂熱学工業㈱（1969） 平成26年３月期　第２四半期決算短信



(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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 112,534 93,685

売上原価 103,890 85,515

売上総利益 8,644 8,169

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 3,495 3,549

退職給付費用 233 151

その他 5,442 5,669

販売費及び一般管理費合計 9,170 9,369

営業損失（△） △526 △1,200

営業外収益   

受取利息 70 65

受取配当金 251 257

保険配当金 118 127

為替差益 － 103

不動産賃貸料 134 148

その他 92 77

営業外収益合計 667 780

営業外費用   

支払利息 63 46

持分法による投資損失 44 7

支払手数料 18 17

為替差損 37 －

減価償却費 8 40

その他 56 53

営業外費用合計 228 164

経常損失（△） △87 △585

特別利益   

投資有価証券売却益 － 134

関係会社清算益 1 －

ゴルフ会員権償還益 46 20

その他 5 1

特別利益合計 52 156

特別損失   

減損損失 12 27

投資有価証券評価損 583 6

その他 17 5

特別損失合計 614 39

税金等調整前四半期純損失（△） △649 △468

法人税、住民税及び事業税 △313 △158

法人税等合計 △313 △158

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △336 △309

少数株主利益 358 194

四半期純損失（△） △694 △504
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 四半期連結包括利益計算書 
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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △336 △309

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △425 2,092

為替換算調整勘定 △578 472

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 7

その他の包括利益合計 △1,008 2,572

四半期包括利益 △1,344 2,263

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,318 1,870

少数株主に係る四半期包括利益 △26 392
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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損失（△） △649 △468

減価償却費 353 355

減損損失 12 27

投資有価証券売却損益（△は益） － △134

工事損失引当金の増減額（△は減少） 165 397

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△26 30

のれん償却額 17 17

ゴルフ会員権償還損益（△は益） △46 △20

受取利息及び受取配当金 △321 △323

支払利息 63 46

為替差損益（△は益） 0 △1

持分法による投資損益（△は益） 44 7

関係会社清算損益（△は益） △1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 583 6

売上債権の増減額（△は増加） 20,620 27,286

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,194 △1,524

仕入債務の増減額（△は減少） △17,426 △30,031

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,255 4,540

その他 1,711 △2,547

小計 5,162 △2,336

利息及び配当金の受取額 350 355

利息の支払額 △65 △54

法人税等の支払額 △1,428 △697

法人税等の還付額 － 403

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,019 △2,328

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 639 46

定期預金の預入による支出 △1,320 △855

定期預金の払戻による収入 820 915

長期預金の払戻による収入 － 600

有形及び無形固定資産の取得による支出 △321 △423

投資有価証券の取得による支出 △221 △155

投資有価証券の売却による収入 6 1,655

投資有価証券の償還による収入 2 221

関係会社の整理による収入 9 －

その他の支出 △299 △532

その他の収入 729 363

投資活動によるキャッシュ・フロー 43 1,834
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 907 243

長期借入金の返済による支出 △10 △10

リース債務の返済による支出 △38 △47

自己株式の取得による支出 △1 △1,145

配当金の支払額 △955 △955

少数株主への配当金の支払額 △40 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △139 △1,951

現金及び現金同等物に係る換算差額 77 606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,001 △1,838

現金及び現金同等物の期首残高 19,064 31,110

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,012 575

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,077 29,847
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 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 （継続企業の前提に関する注記） 

 該当事項はありません。 

 

   （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 当第２四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

  （セグメント情報等） 

 【セグメント情報】 

 前第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日） 

 ① 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
(注)３ 

設備工事 
事業 

設備機器の
製造・販売

事業 
計 

売上高    

  外部顧客への売上高 109,598 2,830 112,428 105 112,534 ― 112,534

  セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

0 810 810 8 819 △819 ―

計 109,598 3,640 113,239 114 113,354 △819 112,534

セグメント利益又は損失(△) △628 47 △581 52 △528 1 △526

(注) １「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産の売買・賃貸、保険代

理店等の事業であります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 
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当第２四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日） 

① 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
(注)３ 

設備工事 
事業 

設備機器の
製造・販売

事業 
計 

売上高    

  外部顧客への売上高 90,864 2,719 93,584 100 93,685 ― 93,685

  セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

0 774 774 7 782 △782 ―

計 90,865 3,494 94,359 107 94,467 △782 93,685

セグメント利益又は損失(△) △1,223 △0 △1,224 22 △1,201 1 △1,200

(注) １「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産の売買・賃貸、保険代

理店等の事業であります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 
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四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。「四半期財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づいて作成しております。 

  

４．(参考) 四半期財務諸表 (個別)

（1）(参考) 四半期貸借対照表 (個別)
（単位：百万円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 22,147 19,632

受取手形・完成工事未収入金等 101,382 78,500

未成工事支出金等 2,321 3,710

その他 6,121 5,741

貸倒引当金 △104 △81

流動資産合計 131,869 107,503

固定資産

有形固定資産 4,444 4,353

無形固定資産 535 463

投資その他の資産

投資有価証券 35,538 37,265

その他 10,358 9,360

貸倒引当金 △458 △552

投資損失引当金 △104 △104

投資その他の資産合計 45,334 45,969

固定資産合計 50,314 50,786

資産合計 182,184 158,290
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 55,445 34,726

短期借入金 2,510 2,940

未払金 23,736 15,820

未払法人税等 250 123

未成工事受入金 3,485 6,949

工事損失引当金 2,855 3,267

引当金 552 473

その他 7,589 7,420

流動負債合計 96,425 71,722

固定負債

長期借入金 70 70

その他 3,384 4,501

固定負債合計 3,454 4,571

負債合計 99,879 76,293

純資産の部

株主資本

資本金 13,134 13,134

資本剰余金 12,853 12,853

利益剰余金 57,263 55,982

自己株式 △7,046 △8,153

株主資本合計 76,205 73,816

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,009 8,090

評価・換算差額等合計 6,009 8,090

新株予約権 89 88

純資産合計 82,304 81,996

負債純資産合計 182,184 158,290
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（2）(参考) 四半期損益計算書 (個別)
（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 89,273 72,127

売上原価 84,364 67,398

売上総利益 4,908 4,728

販売費及び一般管理費

従業員給料手当 2,164 2,138

退職給付費用 193 107

その他 4,069 4,004

販売費及び一般管理費合計 6,427 6,250

営業損失（△） △1,518 △1,522

営業外収益

受取利息 11 9

受取配当金 574 602

保険配当金 117 126

為替差益 － 43

不動産賃貸料 134 148

その他 69 31

営業外収益合計 907 960

営業外費用

支払利息 21 22

支払手数料 18 17

為替差損 31 －

貸倒引当金繰入額 － 97

その他 57 77

営業外費用合計 128 215

経常損失（△） △740 △776

特別利益

投資有価証券売却益 － 112

関係会社清算益 1 －

ゴルフ会員権償還益 46 20

その他 1 0

特別利益合計 48 133

特別損失

減損損失 12 27

投資有価証券評価損 566 6

その他 11 5

特別損失合計 590 39

税引前四半期純損失（△） △1,282 △681

法人税、住民税及び事業税 △562 △369

四半期純損失（△） △719 △311
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５． 補足情報 

(1) 受注および販売の状況（連結） 

① 受注高     （単位：百万円、％)

 

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日 

   至  平成24年９月30日)  至  平成25年９月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

 一般設備 76,699 64.8 86,906 66.9 10,206 13.3

 設備工事事業 産業設備 38,997 32.9 39,577 30.5 580 1.5

 計 115,697 97.7 126,483 97.4 10,786 9.3

 設備機器の製造・販売事業 2,644 2.2 3,351 2.5 706 26.7

 その他 105 0.1 100 0.1 △5 △5.1

合  計 118,447 100.0 129,935 100.0 11,487 9.7

（うち海外） (13,498) (11.4) (22,463) (17.3) (8,965) （66.4)

 
② 売上高     （単位：百万円、％)

 

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日 

   至  平成24年９月30日)  至  平成25年９月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

 一般設備 70,676 62.8 59,802 63.8 △10,873 △15.4

 設備工事事業 産業設備 38,921 34.6 31,061 33.2 △7,860 △20.2

 計 109,598 97.4 90,864 97.0 △18,733 △17.1

 設備機器の製造・販売事業 2,830 2.5 2,719 2.9 △110 △3.9

 その他 105 0.1 100 0.1 △5 △5.1

合  計 112,534 100.0 93,685 100.0 △18,849 △16.8

（うち海外） (13,533) (12.0) (11,558) (12.3) (△1,975) (△14.6)

 
③ 繰越高     （単位：百万円、％)

 

前第２四半期 当第２四半期 

増減(△)額 増減(△)率
連結会計期間末 連結会計期間末 

(平成24年９月30日) (平成25年９月30日) 

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

 一般設備 122,115 73.7 143,795 71.4 21,680 17.8

 設備工事事業 産業設備 41,320 24.9 54,862 27.2 13,542 32.8

 計 163,435 98.6 198,658 98.6 35,222 21.6

 設備機器の製造・販売事業 2,268 1.4 2,870 1.4 602 26.5

 その他 ― ― ― ― ― ―

合  計 165,704 100.0 201,529 100.0 35,825 21.6

（うち海外） (8,296) (5.0) (29,472) (14.6) (21,176) (255.2)

 

（注）受注高、売上高および繰越高のセグメント間取引については、相殺消去しております。 
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(2) 受注および販売の状況（個別） 

① 受注高     （単位：百万円、％)

  前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 

増減(△)額 増減(△)率  (自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日 

     至  平成24年９月30日)  至 平成25年９月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

設備工事事業 
一般設備 69,465 72.9 79,792 82.3 10,326 14.9

産業設備 25,774 27.1 17,139 17.7 △8,635 △33.5

合  計 95,240 100.0 96,931 100.0 1,691 1.8

 
② 売上高     （単位：百万円、％)

  前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 

増減(△)額 増減(△)率  (自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日 

     至  平成24年９月30日)  至 平成25年９月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

設備工事事業 
一般設備 63,676 71.3 52,746 73.1 △10,930 △17.2

産業設備 25,596 28.7 19,381 26.9 △6,215 △24.3

合  計 89,273 100.0 72,127 100.0 △17,145 △19.2

 
③ 繰越高     （単位：百万円、％)

前第２四半期会計期間末
（平成24年９月30日） 

当第２四半期会計期間末
（平成25年９月30日） 増減(△)額 増減(△)率

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

設備工事事業 
一般設備 121,330 78.2 142,998 84.5 21,667 17.9

産業設備 33,769 21.8 26,188 15.5 △7,581 △22.5

合  計 155,100 100.0 169,186 100.0 14,086 9.1
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(3) 連結業績の推移（22年度～24年度通期実績、24年度～25年度第２四半期実績、25年度通期予想） 

 

 （単位：百万円、％）

 

年 度 

 

項 目 

実  績 予  想 

22年度 23年度 24年度 24年度第2四半期 25年度第2四半期 25年度 

対前年

増減率
比率 

対前年

増減率
比率 

対前年

増減率
比率 

対前年

同四半期

増減率

比率 

対前年 

同四半期 

増減率 

比率 
対前年

増減率
比率 

売上高 
213,175 215,464 248,430 112,534  93,685 243,000

1.9 100.0 1.1 100.0 15.3 100.0 34.9 100.0 △16.8 100.0 △2.2 100.0

売上総利益 
22,021 22,572 22,249 8,644  8,169 

△1.6 10.3 2.5 10.5 △1.4 9.0 12.9 7.7 △5.5 8.7 

販売費及び一般管理費 
16,816 17,357 18,678 9,170  9,369 

1.1 7.9 3.2 8.1 7.6 7.6 10.1 8.2 2.2 10.0 

営業利益(△損失) 
5,205 5,214 3,570 △526  △1,200 5,600

△9.5 2.4 0.2 2.4 △31.5 1.4 ― △0.5 ― △1.3 56.8 2.3

営業外収益 935 1,740 1,457 667  780 

営業外費用 229 259 267 228  164 

営業外損益 ＋705 ＋1,480 ＋1,189 ＋439  ＋615 

経常利益(△損失) 
5,910 6,695 4,760 △87  △585 6,400

△8.2 2.8 13.3 3.1 △28.9 1.9 ― △0.1 ― △0.6 34.4 2.6

特別利益 559 1,510 56 52  156 

特別損失 1,121 913 103 614  39 

特別損益 △561 ＋597 △46 △561  ＋116 

税金等調整前四半期 

(当期)純利益(△純損失) 

5,349 7,292 4,713 △649  △468 

△30.4 2.5 36.3 3.4 △35.4 1.9 ― △0.6 ― △0.5 

法人税、住民税 

及び事業税 
 2,811  2,074  1,586  △313  △158   

法人税等調整額 △454 985 362 ―  ― 

少数株主損益調整前 

四半期(当期) 

純利益(△純損失) 

2,991 4,232 2,765 △336  △309 

少数株主利益 

(△損失) 
△11 △36 579 358  194 

四半期(当期) 

純利益(△純損失) 

3,003 4,269 2,186 △694  △504 3,700

△30.8 1.4 42.1 2.0 △48.8 0.9 ― △0.6 ― △0.5 69.2 1.5

    

受注高 
207,283 221,431 253,918 118,447  129,935 240,000

0.6  6.8 14.7 17.4 9.7  △5.5

第２四半期末(期末) 

繰越高 

153,823 159,790 165,278 165,704  201,529 162,278

△3.7  3.9 3.4 △3.3 21.6  △1.8

 

(注)  第２四半期における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税、 

      住民税及び事業税に含めて表示しております 
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(4) 個別業績の推移（22年度～24年度通期実績、24年度～25年度第２四半期実績、25年度通期予想） 

 
 （単位：百万円、％）

 
年 度 

 
項 目 

実  績 予  想 

22年度 23年度 24年度 24年度第2四半期 25年度第2四半期 25年度 

対前年

増減率
比率 

対前年 

増減率 
比率 

対前年

増減率
比率 

対前年

同四半期

増減率

比率 

対前年 
同四半期 
増減率 

比率 
対前年

増減率
比率 

売上高 
192,203 195,049 196,662 89,273  72,127 195,000

1.8 100.0 1.5 100.0 0.8 100.0 17.8 100.0 △19.2 100.0 △0.8 100.0

売上総利益 
17,316 17,808 14,358 4,908  4,728 

△2.7 9.0 2.8 9.1 △19.4 7.3 △19.3 5.5 △3.7 6.6 

販売費及び一般管理費 
12,832 13,386 12,938 6,427  6,250 

0.8 6.7 4.3 6.8 △3.3 6.6 △1.2 7.2 △2.7 8.7 

営業利益(△損失) 
 4,483  4,422  1,420 △1,518  △1,522 4,100

△11.6 2.3 △1.4 2.3 △67.9 0.7 ― △1.7 ― △2.1 188.7 2.1

営業外収益 1,183 1,078 1,560 907  960 

営業外費用 216 219 175 128  215 

営業外損益 ＋966 ＋858 ＋1,384 ＋778  ＋745 

経常利益(△損失) 
5,450 5,280 2,805 △740  △776 5,100

△8.6 2.8 △3.1 2.7 △46.9 1.4 ― △0.8 ― △1.1 81.8 2.6

特別利益 589 586 48 48  133 

特別損失 1,117 909 91 590  39 

特別損益 △528 △323 △42 △542  94 

  税引前四半期 

  (当期)純利益(△純損失) 

4,922 4,957 2,762 △1,282  △681 

△31.7 2.6 0.7 2.5 △44.3 1.4 ― △1.4 ― △0.9 

  法人税、住民税 

  及び事業税 
2,459 1,560 870 △562  △369 

  法人税等調整額 △394 996 233 ―  ― 

四半期(当期) 

純利益(△純損失) 

2,856 2,400 1,658 △719  △311 3,000

△34.4 1.5 △16.0 1.2 △30.9 0.8 ― △0.8 ― △0.4 80.9 1.5

    

受注高 
187,474 195,744 191,912 95,240  96,931 195,000

1.3  4.4 △2.0 5.9 1.8  1.6

第２四半期末(期末) 

繰越高 

148,438 149,132 144,382 155,100  169,186 144,382

△3.1  0.5 △3.2 △4.6 9.1  0.0

 
(注)  第２四半期における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税、 

住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 

以 上 
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