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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30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 ％

25年３月期第２四半期 16,218 2.1 269 △39.4 320 △35.5 130 △44.1
24年３月期第２四半期 15,887 14.2 444 36.5 497 36.7 234 73.4

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 106百万円(△50.1％) 24年３月期第２四半期 214百万円( 454.0％)

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

25年３月期第２四半期 15.19 15.15
24年３月期第２四半期 27.17 ― 

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 22,842 11,311 43.7
24年３月期 23,720 11,377 42.2

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 9,972百万円 24年３月期 10,018百万円

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

24年３月期 ― 14.00 ― 18.00 32.00

25年３月期 ― 16.00

25年３月期(予想) ― 16.00 32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 34,500 △1.9 1,550 1.7 1,640 1.8 790 10.9 91.65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（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

(注) 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

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

(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが
困難な場合」に該当しております。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
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 25年３月期２Ｑ 9,946,000株 24年３月期 9,946,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,326,186株 24年３月期 1,326,065株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 8,619,896株 24年３月期２Ｑ 8,619,958株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。

（四半期決算説明会資料の入手方法）
当社は、平成24年11月８日にアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明会

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する予定です。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要に支えられ回復を続

けてきましたが、海外経済の減速を受け、足踏み状態となっています。設備投資についても、毀損した

生産設備の復旧が押し上げ要因となる一方で、期待成長率の低下などからそのペースは緩やかにとどま

っています。ビルメンテナンス業界においては、引き続き施設の維持管理コストの見直し意識が強く厳

しい環境が続いております。 

このような経営環境の中、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

重要視し、当社のノウハウを活かした設備診断、ソリューション提案、省エネや省コスト提案を通じ

てお客様の求める潜在的ニーズの掘り起こしにつとめ、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。当第２四半期連結累計期間の売上高は162億18百万円（前年同期比2.1％増）となりまし

た。利益面につきましては、営業利益は２億69百万円（前年同期比39.4％減）、経常利益は３億20百万

円（前年同期比35.5％減）、四半期純利益は１億30百万円(前年同期比44.1％減)となりました。 

  

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べて3.7％減少し、228億42百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.5％減少し、127億39百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が４億７百万円、たな卸資産が３億円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金等

が20億92百万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4.8％増加し、101億３百万円となりました。これは主に、

建物（純額）が13億66百万円増加し、建設仮勘定が８億58百万円、投資有価証券が67百万円それぞれ

減少したことなどによります。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.6％減少し、115億31百万円となりました。  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて15.5％減少し、86億87百万円となりました。これは主に、

支払手形・工事未払金等が10億42百万円、短期借入金が６億２百万円それぞれ減少し、未払費用が１

億29百万円増加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38.0％増加し、28億43百万円となりました。これは主に、

長期借入金が８億42百万円、その他の固定負債が１億18百万円それぞれ増加し、役員退職慰労引当金

が１億36百万円、執行役員退職慰労引当金が67百万円それぞれ減少したことなどによります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、113億11百万円となりました。自己資本比率は

43.7％となり、前連結会計年度末に比べて1.5ポイント改善しました。 

  

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

 財政状態の分析
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当社グループの中核事業である建物設備メンテナンス及びその重要な補完的役割を担う建物設備工事

におきましては、東日本大震災の影響から持ち直しの動きがみられ、徐々に回復へと向かっております

が、世界経済の減速及び円高による国内景気の減速懸念など、未だ不透明な状況が続いております。ま

た、震災後には一時的に一部の投資計画が先送りされる動きも見られた一方で、毀損した生産設備の復

旧や節電意識の高まりによる省エネや省コストへの関心がますます高まっております。 

このような経営環境の中、よりお客様との接点を重要視し、「設備診断」「ソリューション提案」

「省エネ・省コスト提案」に注力して、メンテナンス・リニューアル工事の拡大を図ってまいります。

よって、平成25年３月期の通期業績見通しは次のとおりとなります。  

 
なお、上記の見通しは、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一

定の前提に基づき作成したものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。ま

た、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

連結

売上高 34,500 百万円 前期比 1.9％減

営業利益 1,550 百万円 前期比 1.7％増

経常利益 1,640 百万円 前期比 1.8％増

当期純利益 790 百万円 前期比 10.9％増
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,544 3,951

受取手形・完成工事未収入金等 9,540 7,447

たな卸資産 364 664

その他 646 684

貸倒引当金 △11 △9

流動資産合計 14,084 12,739

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,400 3,766

土地 4,357 4,349

建設仮勘定 859 0

その他（純額） 169 186

有形固定資産合計 7,786 8,303

無形固定資産   

ソフトウエア 74 83

その他 24 24

無形固定資産合計 98 107

投資その他の資産   

投資有価証券 1,171 1,103

その他 616 626

貸倒引当金 △37 △38

投資その他の資産合計 1,750 1,691

固定資産合計 9,636 10,103

資産合計 23,720 22,842

日本空調サービス㈱（4658）平成25年3月期第2四半期決算短信

5



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,376 3,333

短期借入金 1,276 673

1年内返済予定の長期借入金 413 535

未払金 1,739 1,762

未払費用 1,287 1,417

未払法人税等 578 182

受注損失引当金 10 77

その他 602 706

流動負債合計 10,282 8,687

固定負債   

長期借入金 570 1,413

退職給付引当金 864 890

役員退職慰労引当金 534 398

執行役員退職慰労引当金 70 2

資産除去債務 21 21

その他 0 118

固定負債合計 2,060 2,843

負債合計 12,343 11,531

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 8,191 8,166

自己株式 △660 △660

株主資本合計 9,844 9,819

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 184 159

為替換算調整勘定 △10 △6

その他の包括利益累計額合計 174 153

新株予約権 － 8

少数株主持分 1,358 1,330

純資産合計 11,377 11,311

負債純資産合計 23,720 22,842
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 15,887 16,218

売上原価 13,251 13,720

売上総利益 2,636 2,497

販売費及び一般管理費 2,191 2,228

営業利益 444 269

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 15 15

保険配当金 18 26

受取保険金 15 5

その他 15 17

営業外収益合計 66 65

営業外費用   

支払利息 7 8

減価償却費 2 2

その他 2 3

営業外費用合計 12 14

経常利益 497 320

特別利益   

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 21 0

投資有価証券評価損 8 42

特別損失合計 30 43

税金等調整前四半期純利益 468 279

法人税等 227 150

少数株主損益調整前四半期純利益 240 129

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △1

四半期純利益 234 130
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 240 129

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27 △26

為替換算調整勘定 1 4

その他の包括利益合計 △26 △22

四半期包括利益 214 106

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 206 110

少数株主に係る四半期包括利益 7 △3
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当第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） 

該当事項はありません。 

  

当第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） 

該当事項はありません。 

  

（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
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