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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

 わが国経済は、政府及び日銀の各種政策の効果などから雇用環境や企業収益に改善がみられる一方、中国並びに

新興国経済の停滞、６月の英国ＥＵ離脱決定以降の急激な円高などの下押し要因があり、先行き不透明な状況が続

いております。

 当社を取り巻く事業環境は、設備投資に持ち直しの動きがみられる中、吸収冷温水機・ボイラの需要は横這いか

ら、やや微増で推移いたしました。 

 このような事業環境の下、当事業年度における受注高は、前年同期比７億７百万円増加の78億47百万円、売上高

は、前年同期比58百万円増加の39億91百万円となりました。 

 事業別には次のとおりです。

 空調事業では、受注高は、国内向け吸収冷温水機の受注が好調に推移したことにより、前年同期比３億17百万円

増加の56億89百万円となりました。また、売上高は付帯工事付物件の増加により、前年同期比96百万円増加の27億

23百万円となりました。

 ボイラ事業では、受注高は、大型貫流ボイラの受注増加により、前年同期比３億90百万円増加の21億57百万円と

なりました。一方、売上高は、大口の改修改造工事案件のあった前年同期から37百万円減少の12億67百万円となり

ました。

 利益面では、営業損失は、収益性の良い改修改造工事の減少により、前年同期比13百万円悪化の53百万円、経常

損失は、前年同期比20百万円悪化の53百万円となり、四半期純損失は、前年同期比14百万円悪化の33百万円となり

ました。

 

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

 当第１四半期会計期間末における総資産の残高は123億14百万円となり、前事業年度末に比べ２億36百万円減少

いたしました。主な増加は、仕掛品であり、主な減少は、売上債権であります。

（負債）

 当第１四半期会計期間末における負債の残高は81億19百万円となり、前事業年度末に比べ１億９百万円減少いた

しました。主な増加は、短期借入金であり、主な減少は、その他に含まれる未払消費税等及び賞与引当金でありま

す。

（純資産）

 当第１四半期会計期間末における純資産の残高は41億95百万円となり、前事業年度末に比べ１億27百万円減少い

たしました。この主な要因は、前事業年度にかかる配当金の支払い１億円による利益剰余金の減少及び四半期純損

益が33百万円の純損失となったことによるものであります。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 上期の業績予想につきましては、平成28年５月11日付「平成28年３月期決算短信（非連結）」にて発表いたしま

した業績予想から変更はありません。

 なお、業績予想には、本資料の発表日現在の将来に関する見通し・計画に基づく予測が含まれており、経済情

勢・競合状況や不確定要因により実際の業績が記載の予測数値と異なる場合があります。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期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１四半期会計期間を含む事業年度の税引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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（２）追加情報

（税金費用の計算繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第 

１四半期会計期間から適用しております。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成28年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,600 31,596 

受取手形及び売掛金 6,384,873 5,946,298 

仕掛品 1,256,129 1,444,235 

原材料及び貯蔵品 432,750 416,349 

繰延税金資産 299,848 315,811 

短期貸付金 102,341 45,089 

その他 52,959 111,138 

貸倒引当金 △9,767 △5,321 

流動資産合計 8,525,736 8,305,198 

固定資産    

有形固定資産 2,121,186 2,110,917 

無形固定資産 274,613 261,174 

投資その他の資産    

関係会社出資金 631,447 631,447 

繰延税金資産 780,786 780,744 

その他 224,449 231,748 

貸倒引当金 △7,232 △7,178 

投資その他の資産合計 1,629,451 1,636,761 

固定資産合計 4,025,250 4,008,853 

資産合計 12,550,987 12,314,051 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,916,040 1,713,455 

電子記録債務 1,805,410 2,003,755 

短期借入金 － 150,000 

未払法人税等 154,658 22,966 

賞与引当金 346,000 197,000 

受注損失引当金 415,844 346,442 

製品保証引当金 69,224 55,370 

その他 997,677 1,055,843 

流動負債合計 5,704,856 5,544,833 

固定負債    

退職給付引当金 2,477,468 2,529,460 

製品保証引当金 16,400 15,300 

環境対策引当金 14,130 14,130 

資産除去債務 15,310 15,310 

固定負債合計 2,523,308 2,574,200 

負債合計 8,228,164 8,119,034 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,460,500 1,460,500 

資本剰余金 1,228,500 1,228,500 

利益剰余金 1,635,944 1,501,751 

自己株式 △22,836 △23,218 

株主資本合計 4,302,108 4,167,533 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 20,714 27,483 

評価・換算差額等合計 20,714 27,483 

純資産合計 4,322,822 4,195,017 

負債純資産合計 12,550,987 12,314,051 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

売上高 3,933,263 3,991,922 

売上原価 3,033,863 3,033,538 

売上総利益 899,400 958,384 

販売費及び一般管理費 939,910 1,012,254 

営業損失（△） △40,510 △53,869 

営業外収益    

受取利息 200 215 

受取配当金 605 620 

為替差益 366 － 

受取保険金 2,705 2,505 

貸倒引当金戻入額 7,009 4,500 

その他 1,850 872 

営業外収益合計 12,738 8,714 

営業外費用    

支払利息 20 36 

為替差損 － 7,800 

固定資産除却損 216 82 

関係会社貸倒引当金繰入額 3,000 － 

その他 1,836 440 

営業外費用合計 5,073 8,359 

経常損失（△） △32,845 △53,514 

税引前四半期純損失（△） △32,845 △53,514 

法人税等 △14,000 △20,000 

四半期純損失（△） △18,845 △33,514 
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（３）四半期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）

 該当事項はありません。
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