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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 
  

 
(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載

しておりません。 
２  売上高には、消費税等は含まれておりません。 
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間

第45期

会計期間 自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日

売上高 (百万円) 6,446 29,545 

経常利益 (百万円) 325 1,881 

四半期(当期)純利益 (百万円) 146 810 

純資産額 (百万円) 9,874 9,758 

総資産額 (百万円) 17,604 18,605 

１株当たり純資産額 (円) 998.79 984.92 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 (円) 16.84 93.15 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 (円) ― ― 

自己資本比率 (％) 49.3 46.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) 1,333 1,531 

投資活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) △74 △753 

財務活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) △999 △688 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 (百万円) 2,379 2,132 

従業員数 (名) 1,363 1,289 
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。 

  また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1) 連結会社の状況 
平成20年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。 
２ 臨時従業員(契約社員及びパートタイマー)につきましては、(  )内に第１四半期連結会計期間の平均雇用人

員(１日８時間換算)を外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 
平成20年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 臨時従業員(契約社員及びパートタイマー)につきましては、(  )内に第１四半期会計期間の平均雇用人員
(１日８時間換算)を外数で記載しております。 

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(名) 1,363(753) 

従業員数(名) 779(349) 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 
当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため「生産実績」の記載をしておりませ
ん。 

  

(2) 受注実績 

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社グループでは建物設備メンテナンス業は受注生産を行っていないため「受注実績」の記載をしておりま
せん。 

  

(3) 売上実績 

当第１四半期連結会計期間における売上実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 

 
(注) １ 主な相手先別の売上実績及び当該売上実績の総売上実績に対する割合については、当該割合が100分の10以

上の相手先がありませんので、記載を省略しております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

建物設備メンテナンス業 ― ― 

建物設備工事業 2,006 2,055 

合計 2,006 2,055 

事業の種類別セグメントの名称 売上高(百万円)

建物設備メンテナンス業 5,505 

建物設備工事業 940 

合計 6,446 
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特記事項はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)

が判断したものであります。 

(1) 経営成績の分析 

当第１四半期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題が国際的に波及してからの金融市場の

混乱が継続し、原油をはじめとする食料、飼料、原材料等の価格の高騰に伴い企業の収益環境が悪化し

ております。また、堅調に推移しておりました設備投資につきましても力強さを欠く状況となっており

ます。 

このような厳しい経営環境の中、当社グループにおいては、サービスを提供する現場でのお客様との

接点を最重要視し、お客様の期待・潜在的ニーズに対し、技術力を結集した設備診断・ソリューション

提案等の提案型営業により、新規物件の獲得や既存契約の維持に取り組んでまいりました。 

この結果、当社グループの売上高は、64億46百万円と順調に推移いたしました。利益面につきまして

は、営業利益は３億９百万円、経常利益は３億25百万円、四半期純利益は１億46百万円となりました。 

  

①事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（建物設備メンテナンス業） 

当社グループの事業の根幹となる建物設備メンテナンス業におきましては、原油をはじめとする

食料、飼料、原材料等価格の高騰に伴い企業の収益環境が悪化し、堅調に推移しておりました設備

投資につきましても力強さを欠く状況となっております。そのような状況の中、当社グループにお

いては、サービスを提供する現場でのお客様との接点を最重要視し、予防保全の概念をベースに、

ＣＯ２削減や省エネを主眼とした設備診断・環境診断に基づくソリューション提案を展開すること

により、民間設備投資の掘りおこしや既存契約の維持に取り組んでまいりました。 

その結果、当第１四半期の売上高は55億５百万円、営業利益は４億23百万円となりました。 

  

（建物設備工事業） 

建物設備工事業におきましては、設備投資が力強さを欠く状況の中、ＣＯ２削減や省エネを主眼

とした設備診断・環境診断に基づくソリューション提案を展開することにより、リニューアル工事

を取り込む営業展開を図ってまいりました。 

その結果、当第１四半期の売上高は９億40百万円、営業利益は11百万円となりました。 

  

②所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（日本） 

当第１四半期の売上高は63億75百万円、営業利益は４億39百万円となりました。日本国内の売上

高は、全体の98.9％を占めておりますので前述の「３ 財政状態及び経営成績の分析 (1) 経営成績

の分析」をご参照ください。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
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（中国） 

蘇州、上海並びにその周辺地区に進出している日系ハイテク企業を中心にそれら工場等における

建物設備のメンテナンス及び工事を手がけてまいりました。また、杭州にも新たに支店を設置し顧

客の拡大に努めております。 

しかしながら、当第１四半期の売上高は70百万円、営業損失は４百万円となりました。 

(2) 財政状態の分析 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて11.2％減少し、96億48百万円となりました。これは、現金

及び預金が２億36百万円、未成工事支出金が３億79百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未

収入金等が19億28百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.8％増加し、79億55百万円となりました。これは、繰延

税金資産が１億４百万円減少し、投資有価証券が２億79百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5.4％減少し、176億４百万円となりました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて15.3％減少し、63億35百万円となりました。これは、支払

手形・工事未払金等が４億６百万円、短期借入金が７億41百万円それぞれ減少したことなどにより

ます。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.9％増加し、13億94百万円となりました。これは、退職

給付引当金が35百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて12.6％減少し、77億30百万円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.2％増加し、98億74百万円となりました。これは、そ

の他有価証券評価差額金が１億56百万円増加したことなどによります。また、自己資本比率は

49.3％となりました。  

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、短期借入金

の返済による支出、法人税等の支払等があったものの、売上債権の減少等により、前連結会計年度末

に比べ、２億46百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には23億79百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における営業活動により得られた資金は13億33百万円となりました。

これは、法人税等の支払額が４億62百万円、仕入債務の減少額が４億円あったものの売上債権の減

少額が19億24百万円、税金等調整前四半期純利益が３億31百万円あったことなどによるものであり

ます。 
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における投資活動により使用した資金は74百万円となりました。これ

は、有形固定資産売却による収入が18百万円あったものの、有形固定資産取得による支出が86百万

円あったことなど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) 

当第１四半期連結会計期間における財務活動により使用した資金は９億99百万円となりました。

これは、短期借入金が７億41百万円の純減少となったことなどによるものであります。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた問題はありません。 

  

(5) 研究開発活動 

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は２百万円であります。  

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあ

りません。  
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

前連結会計年度末に計画中であった日本空調サービス株式会社九州支店熊本営業所建物(67百万円)及

び大阪支店新社屋建設用地(52百万円)取得につきましては、平成20年６月に完了いたしました。 

  また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありませ

ん。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  

② 【発行済株式】 
  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 
   該当事項はありません。 
  

(3) 【ライツプランの内容】 
   該当事項はありません。 
  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

 
  

  

(5) 【大株主の状況】 

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 36,000,000 

計 36,000,000 

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年６月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年８月12日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,946,000 9,946,000 

東京証券取引所 
（市場第一部） 
名古屋証券取引所 
（市場第一部）

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 9,946,000 9,946,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額 
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 
(百万円)

平成20年６月30日 ― 9,946,000 ― 1,139 ― 362 
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(6) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在の株主名簿により記載しております。 

① 【発行済株式】 
平成20年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が39,900株（議決権399個）含まれてお 

ります。 
２ 「単元未満株式」欄には当社所有の自己保有株式90株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 
平成20年３月31日現在 

 
  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 
  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式） 

― ―
普通株式   1,249,900 

完全議決権株式(その他) 普通株式   8,694,500 86,945 ―

単元未満株式 普通株式     1,600 ― 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数 9,946,000 ― ―

総株主の議決権 ― 86,945 ―

所有者の氏名 
又は名称 所有者の住所 自己名義所有 

株式数(株)
他人名義所有 
株式数(株)

所有株式数の 
合計(株)

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
日本空調サービス
株式会社 

名古屋市名東区
照が丘239番2 1,249,900 ― 1,249,900 12.57 

計 ― 1,249,900 ― 1,249,900 12.57 

２ 【株価の推移】

月別 平成20年 
４月

 
５月

 
６月

最高(円) 815 849 862 

最低(円) 740 785 827 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規

則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50

号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用してお

ります。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビ

ューを受けております。 

  

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１ 【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）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,959 2,722 
受取手形・完成工事未収入金等 5,280 7,209 
未成工事支出金 839 459 
原材料及び貯蔵品 10 8 
その他 572 485 
貸倒引当金 △14 △18 

流動資産合計 9,648 10,867 
固定資産   
有形固定資産   
建物 4,540 4,475 
減価償却累計額 △2,596 △2,570 

建物（純額） 1,943 1,905 
土地 3,535 3,497 
建設仮勘定 － 30 
その他 535 514 
減価償却累計額 △380 △371 

その他（純額） 155 142 

有形固定資産合計 5,634 5,574 
無形固定資産   
ソフトウエア 19 20 
その他 32 32 
無形固定資産合計 52 53 

投資その他の資産   
投資有価証券 2,003 1,723 
その他 288 408 
貸倒引当金 △22 △21 

投資その他の資産合計 2,269 2,110 

固定資産合計 7,955 7,738 

資産合計 17,604 18,605 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形・工事未払金等 4,066 4,472 
短期借入金 114 855 
1年内返済予定の長期借入金 176 198 
未払法人税等 164 474 
未払費用 1,152 962 
その他 661 515 
流動負債合計 6,335 7,478 

固定負債   
長期借入金 237 269 
退職給付引当金 469 433 
役員退職慰労引当金 577 568 
執行役員退職慰労引当金 103 96 
その他 7 0 
固定負債合計 1,394 1,368 

負債合計 7,730 8,846 
純資産の部   
株主資本   
資本金 1,139 1,139 
資本剰余金 1,173 1,173 
利益剰余金 6,447 6,474 
自己株式 △606 △606 

株主資本合計 8,153 8,181 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 527 370 
為替換算調整勘定 4 13 
評価・換算差額等合計 531 383 

少数株主持分 1,188 1,193 
純資産合計 9,874 9,758 

負債純資産合計 17,604 18,605 
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,446 
売上原価 5,126 
売上総利益 1,319 
販売費及び一般管理費  
役員報酬 103 
給料手当及び賞与 543 
退職給付費用 31 
役員退職慰労引当金繰入額 21 
執行役員退職慰労引当金繰入額 6 
その他 304 
販売費及び一般管理費合計 1,010 

営業利益 309 

営業外収益  
受取利息 1 
受取配当金 12 
その他 9 
営業外収益合計 22 

営業外費用  
支払利息 3 
減価償却費 1 
その他 1 
営業外費用合計 6 

経常利益 325 
特別利益  
貸倒引当金戻入額 3 
固定資産売却益 3 
特別利益合計 6 

特別損失  
固定資産除却損 0 
固定資産売却損 0 
特別損失合計 0 

税金等調整前四半期純利益 331 
法人税等 162 
少数株主利益 22 
四半期純利益 146 
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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利益 331 
減価償却費 44 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 
受取利息及び受取配当金 △13 
支払利息 3 
売上債権の増減額（△は増加） 1,924 
たな卸資産の増減額（△は増加） △386 
仕入債務の増減額（△は減少） △400 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △84 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 359 
その他 39 
小計 1,785 

利息及び配当金の受取額 12 
利息の支払額 △3 
法人税等の支払額 △462 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,333 
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △86 
有形固定資産の売却による収入 18 
投資有価証券の取得による支出 △5 
貸付けによる支出 △7 
貸付金の回収による収入 3 
その他の支出 △69 
その他の収入 71 

投資活動によるキャッシュ・フロー △74 

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） △741 
長期借入金の返済による支出 △53 
配当金の支払額 △173 
少数株主への配当金の支払額 △31 

財務活動によるキャッシュ・フロー △999 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 246 
現金及び現金同等物の期首残高 2,132 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,379 
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 
  

 
  

  

【簡便な会計処理】 
  

 
  

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

会計処理基準に関する事項 重要な資産の評価基準及び評価方
法の変更 
たな卸資産 
従来、個別原価法または最終仕

入原価法によっておりましたが、
当第１四半期連結会計期間より
「棚卸資産の評価に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成18
年７月５日 企業会計基準第９号)
が適用されたことに伴い、個別原
価法または最終仕入原価法(貸借
対照表価額については収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法)に
より算定しております。 
当該変更に伴う損益に与える影

響はありません。 

項目
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

１ 一般債権の貸倒見積高
の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の
貸倒実績率等が前連結会計年度末
に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計
年度末の貸倒実績率等を使用して
貸倒見積高を算定しております。 

２ 固定資産の減価償却の
方法 

 

定率法を採用している資産につ
きましては、連結会計年度に係る
減価償却費の額を期間按分する方
法により算定しております。 

３ 繰延税金資産及び繰延
税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判
断に関しては、前連結会計年度末
以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がな
いと認められるので、前連結会計
年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを
利用する方法によっております。 
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 
  

 
  

  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

当第１四半期連結期間末(平成20年６月30日)及び前連結会計年度末(平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(四半期連結損益計算書関係) 

第１四半期連結累計期間 

第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

該当事項はありません。 
  
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

１ 税金費用の計算 
税金費用については、法定実効税率をベースとした
年間予測税率により計算しております。 
なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示して
おります。 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金 2,959百万円
預入期間が３か月超の定期預金 △580百万円
現金及び現金同等物 2,379百万円
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(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計(累計)期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

３ 新株予約権及び自己新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

   
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

前連結会計期間末と比較して著しい変動はありません。 

  

株式の種類 当第１四半期 
連結会計期間末

普通株式(株) 9,946,000 

株式の種類 当第１四半期 
連結会計期間末

普通株式(株) 1,249,990 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成20年６月21日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 173 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月23日
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(リース取引関係) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度に比べて著しい変動

が認められないため、記載しておりません。 

  

  

(有価証券関係) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 
  

 
(注) １  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２  各事業区分に属する主な内容 

 
  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 
  

 
(注) １  国又は地域の地理的近接度により区分しております。 

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(企業結合等関係) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

建物設備 
メンテナンス業 
(百万円)

建物設備 
工事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高 

 (1) 外部顧客に対する売上高 5,505 940 6,446 ― 6,446 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ─ ─ ─ ─ ― 

計 5,505 940 6,446 ─ 6,446 

営業利益 423 11 434 (125) 309 

事業区分 主な内容

建物設備メンテナンス業 建物設備等のメンテナンス、維持管理 

建物設備工事業 建物設備等の設計、施工 

日本 
(百万円)

中国 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高 

 (1) 外部顧客に対する売上高 6,375 70 6,446 ― 6,446 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ─ ─ ─ ─ ― 

計 6,375 70 6,446 ─ 6,446 

営業利益又は営業損失（△） 439 △4 434 (125) 309 
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(１株当たり情報) 

 
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

第１四半期連結累計期間 

 
(注) １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

(重要な後発事象) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

１ １株当たり純資産額
当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

 
１株当たり純資産額 998円79銭

 
１株当たり純資産額 984円92銭 

項目 当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 9,874 9,758 

普通株式に係る純資産額(百万円) 8,685 8,564 

差額の主な内訳(百万円) 
  少数株主持分  1,188 1,193 

普通株式の発行済株式数(株) 9,946,000 9,946,000 

普通株式の自己株式数(株) 1,249,990 1,249,990 

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半
期末(期末)の普通株式の数(株) 8,696,010 8,696,010 

２ １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

 

１株当たり四半期純利益金額 16円84銭 
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 

項目
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 
(百万円) 146 

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 146 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ 

普通株式の期中平均株式数(株) 8,696,010 

四半期純利益調整額(百万円) ― 
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該当事項はありません。 

２【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成20年8月11日

日本空調サービス株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日
本空調サービス株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結累計期
間（平成20年4月1日から平成20年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対
照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。
この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ
ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行
われた。 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本空調サービス株式会社及び連結子会社
の平成20年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャ
ッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか
った。 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上 
  

   

独立監査人の四半期レビュー報告書

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員 公認会計士 小林 正明  ㊞

指定社員 
業務執行社員 公認会計士 宮本 正司  ㊞

指定社員 
業務執行社員 公認会計士 湯本 秀之  ㊞

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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