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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 96,341 △3.0 △1,939 ― △1,805 ― △1,674 ―
23年3月期第3四半期 99,320 △3.7 △40 ― 320 △72.8 △113 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △2,079百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △844百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △23.40 ―
23年3月期第3四半期 △1.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 147,164 76,634 52.1
23年3月期 158,501 79,833 50.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  76,634百万円 23年3月期  79,787百万円

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

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ― 7.50 ―
24年3月期（予想） 7.50 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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   

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 155,000 2.1 2,500 △35.0 2,700 △36.3 1,400 △34.1 19.57



(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 

(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せん。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 連結業績予想および個別業績予想につきましては、平成23年11月11日発表の数値から変更はありません。 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で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
予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期3Q 74,461,156 株 23年3月期 74,461,156 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,930,598 株 23年3月期 2,929,184 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 71,531,138 株 23年3月期3Q 71,622,367 株
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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 

当第３四半期（平成２３年４月～１２月）のわが国経済は、東日本大震災による景気の急激な落

込みから、穏やかな持ち直しの動きが見られたものの、円高の進行や欧州債務問題の再燃から、景

気回復は鈍化しました。 

 建設投資につきましては、円高による企業の設備投資の見直しなどから国内の民間工事は低水準

で推移し、公共工事も低迷を続けるなど全体の工事量が減少するなかで、受注価格競争は激しさを

増しており厳しい事業環境が続きました。 

 このような状況のなかで、当社グループでは、今期からスタートした中期経営計画（SANKI VITAL 

PLAN 90th）にもとづいて、総合エンジニアリング企業として顧客の求める省エネルギー・新エネル

ギーシステムのニーズに応え、快適な低炭素社会の実現に貢献するべく全社一丸となって、取り組

みを開始しております。 

 受注面では、工事採算を重視しつつ、受注量を拡大するべく省エネ提案等の提案営業を積極的に

推進し、受注拡大を図ってまいりました。その結果、主体の建築設備事業の受注高は、１，０１６

億円余と前年同期を１９．０％上回りました。また、プラント設備は環境システム事業で水処理施

設の受注が増加した結果、３１６億円余と前年同期を３４．５％上回りました。不動産事業は、賃

貸物件の賃料引下げの影響から２１億円余と前年同期を３１．４％下回りました。その結果、全体

の受注高は１，３４９億円余と前年同期を２３０億円余上回り２０．６％増加となりました。 

 売上高につきましては、建築設備事業は、継続して注力してまいりました小口リニューアル工事

は増加しましたが、震災に伴う工事進捗の遅れや着工遅れによる進行基準売上高の減少が影響して

７４８億円余と前年同期を４．８％下回りました。プラント設備は、機械システム事業及び環境シ

ステム事業とも前期を上回り、合計で１９６億円余と前年同期と比較し１１．７％増加となりまし

た。また、不動産事業は２１億円余と前年同期を３１．４％下回りました。その結果、全体の売上

高は９６３億円余と前年同期と比較し３．０％の減収となりました。 

 以上の結果、翌四半期への繰越高は、全体で１，１１５億円余となり、前年同期に比べて 

２３．７％の増加となりました。 

利益面につきましては、当社グループをあげて手持ち工事の原価低減による収支の改善に取り組

みましたが、受注時採算の悪化と売上高の次期ずれによる落ち込みをカバーすることができず、さ

らに不動産事業の賃料引下げの影響も加わり、営業損失は１９億３千９百万円（前年同期 営業損

失４千万円）、営業外損益を加えた経常損失は１８億５百万円(前年同期 経常利益３億２千万円）

となりました。これに特別利益として固定資産売却益等合計１億１千３百万円を計上し、特別損失

として投資有価証券評価損４億４百万円及び災害による損失８千５百万円等合計５億７千４百万円

を計上しました。以上の結果、法人税等調整後の四半期純損失は１６億７千４百万円（前年同期 四

半期純損失１億１千３百万円）となりました。 

 

なお、「建築設備事業」につきましては、従来の「建設設備事業」から名称を変更しております。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は１，００３億７千９百万円となり、前連結会計

年度末に比べて１０２億９千７百万円、率にして９．３％減少、また固定資産は４６７億８千４百

万円となり、前連結会計年度末に比べて１０億３千９百万円、率にして２．２％減少いたしました。

その結果、総資産は１，４７１億６千４百万円となり、前連結会計年度末に比べて１１３億３千６

百万円、率にして７．２％減少いたしました。 

流動資産の減少の主な要因は受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるものでありま

す。これは当社グループの売上高は期末に集中するため、各四半期連結会計期間末の受取手形・完

成工事未収入金等は、前連結会計年度末と比べて減少するという季節的変動によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は５４６億７千８百万円となり、前連結会計年度

末に比べて６８億６千６百万円、率にして１１．２％減少、また固定負債は１５８億５千１百万円

となり、前連結会計年度末に比べて１２億７千１百万円、率にして７．４％減少いたしました。そ

の結果、負債合計は７０５億２千９百万円となり、前連結会計年度末に比べて８１億３千８百万円、

率にして１０．３％減少いたしました。 

流動負債の減少の主な要因は支払手形・工事未払金等が減少したことによるものであります。こ

れは流動資産の減少要因と同様に、各四半期連結会計期間末の支払手形・工事未払金等は、前連結

会計年度末と比べて減少するという季節的変動によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は７６６億３千４百万円となり、前連結会計年度末

に比べて３１億９千８百万円、率にして４．０％減少いたしました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想および個別業績予想につきましては、平成23年11月11日発表の数値から変更はあり

ません。 

 

２．サマリー情報（その他）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。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

     該当事項はありません。 

 

（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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金預金 31,137 30,934 
受取手形・完成工事未収入金等 58,276 49,602 
有価証券 13,998 8,999 
未成工事支出金 1,652 3,863 
原材料及び貯蔵品 391 431 
繰延税金資産 2,415 3,381 
その他 2,963 3,312 
貸倒引当金 △158 △145 

流動資産合計 110,677 100,379 

固定資産   
有形固定資産   

建物・構築物 46,718 46,945 
減価償却累計額 △33,628 △34,072 

建物・構築物（純額） 13,089 12,872 

機械、運搬具及び工具器具備品 4,369 4,245 
減価償却累計額 △3,648 △3,684 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 721 560 

土地 4,517 4,486 
リース資産 242 268 

減価償却累計額 △21 △38 

リース資産（純額） 220 230 

有形固定資産合計 18,548 18,149 

無形固定資産   
のれん 71 17 
その他 415 403 

無形固定資産合計 486 421 

投資その他の資産   
投資有価証券 14,727 14,423 
長期貸付金 541 469 
前払年金費用 8,065 7,752 
繰延税金資産 121 120 
敷金及び保証金 1,524 1,735 
保険積立金 1,129 999 
その他 3,617 3,647 
貸倒引当金 △938 △935 

投資その他の資産合計 28,788 28,213 

固定資産合計 47,824 46,784 

資産合計 158,501 147,164 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   
流動負債   

支払手形・工事未払金等 44,961 39,703 
短期借入金 5,507 4,519 
リース債務 24 30 
未払法人税等 761 424 
繰延税金負債 8 13 
未成工事受入金 3,237 4,717 
賞与引当金 2,159 1,071 
役員賞与引当金 41 25 
完成工事補償引当金 729 607 
工事損失引当金 222 467 
本社移転費用引当金 269 7 
その他 3,620 3,090 

流動負債合計 61,544 54,678 

固定負債   
長期借入金 0 － 
リース債務 225 227 
繰延税金負債 2,274 1,778 
退職給付引当金 9,197 8,530 
役員退職慰労引当金 478 590 
債務保証損失引当金 25 22 
その他 4,921 4,700 

固定負債合計 17,123 15,851 

負債合計 78,667 70,529 

純資産の部   
株主資本   

資本金 8,105 8,105 
資本剰余金 4,181 4,181 
利益剰余金 67,802 65,055 
自己株式 △1,934 △1,935 

株主資本合計 78,154 75,406 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 1,740 1,350 
繰延ヘッジ損益 4 － 
為替換算調整勘定 △111 △122 

その他の包括利益累計額合計 1,633 1,228 

新株予約権 45 － 

純資産合計 79,833 76,634 

負債純資産合計 158,501 147,164 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高   
完成工事高 96,200 94,202 
不動産事業等売上高 3,119 2,139 

売上高合計 99,320 96,341 

売上原価   
完成工事原価 86,481 85,452 
不動産事業等売上原価 1,172 1,062 

売上原価合計 87,654 86,514 

売上総利益   
完成工事総利益 9,719 8,750 
不動産事業等総利益 1,946 1,076 

売上総利益合計 11,666 9,827 

販売費及び一般管理費 11,706 11,766 

営業損失（△） △40 △1,939 

営業外収益   
受取利息 48 52 
受取配当金 364 321 
その他 287 157 

営業外収益合計 700 530 

営業外費用   
支払利息 70 62 
持分法による投資損失 39 34 
為替差損 75 73 
工事補修費 42 83 
その他 111 143 

営業外費用合計 339 396 

経常利益又は経常損失（△） 320 △1,805 

特別利益   
固定資産売却益 － 42 
投資有価証券売却益 － 25 
新株予約権戻入益 － 45 
退職給付制度改定益 39 － 

特別利益合計 39 113 
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

特別損失   
災害による損失 － 85 
固定資産除却損 35 53 
投資有価証券評価損 92 404 
本社移転費用 － 30 
貸倒引当金繰入額 19 － 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 67 － 

特別損失合計 215 574 

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（△） 144 △2,267 

法人税、住民税及び事業税 148 257 
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額 － 234 

法人税等調整額 109 △1,085 

法人税等合計 258 △592 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △113 △1,674 

四半期純損失（△） △113 △1,674 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △113 △1,674 

その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △683 △390 
繰延ヘッジ損益 － △4 
為替換算調整勘定 △47 △10 

その他の包括利益合計 △730 △405 

四半期包括利益 △844 △2,079 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 △844 △2,079 
少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△） 144 △2,267 

減価償却費 1,074 1,017 
のれん償却額 53 53 
退職給付制度改定益 △39 － 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 67 － 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △15 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,651 △353 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 112 
工事損失引当金の増減額（△は減少） 23 244 
受取利息及び受取配当金 △412 △373 
支払利息 70 62 
持分法による投資損益（△は益） 39 34 
有形固定資産売却損益（△は益） － △42 
投資有価証券売却損益（△は益） － △25 
売上債権の増減額（△は増加） 16,680 8,659 
未成工事支出金の増減額（△は増加） 775 △2,213 
仕入債務の増減額（△は減少） △6,907 △5,243 
未成工事受入金の増減額（△は減少） △306 1,479 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 199 △836 
その他 △535 △957 

小計 9,249 △664 

利息及び配当金の受取額 423 373 
利息の支払額 △69 △62 
法人税等の支払額 △528 △992 
法人税等の還付額 123 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,198 △1,346 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 － △50 
定期預金の払戻による収入 － 50 
有形固定資産の取得による支出 △289 △785 
有形固定資産の売却による収入 4 77 
投資有価証券の取得による支出 △16 △1,051 
投資有価証券の売却による収入 － 234 
投資有価証券の償還による収入 1,000 － 
貸付けによる支出 △54 △18 
貸付金の回収による収入 77 86 
保険積立金の払戻による収入 1,574 227 
その他 △83 △528 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,212 △1,758 
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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） △990 △846 
長期借入金の返済による支出 △280 △141 
自己株式の取得による支出 △222 △0 
リース債務の返済による支出 △12 △20 
配当金の支払額 △1,075 △1,072 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,581 △2,081 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 △15 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,805 △5,201 

現金及び現金同等物の期首残高 32,825 45,135 
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額 27 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,658 39,934 
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（4）継続企業の前提に関する注記

　　　 該当事項はありません。

（5）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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