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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等
　

回次
第45期
第２四半期
連結累計期間

第46期
第２四半期
連結累計期間

第45期
第２四半期
連結会計期間

第46期
第２四半期
連結会計期間

第45期

会計期間

自  平成21年
４月１日

至  平成21年
９月30日

自  平成22年
４月１日

至  平成22年
９月30日

自  平成21年
７月１日

至  平成21年
９月30日

自  平成22年
７月１日

至  平成22年
９月30日

自  平成21年
４月１日

至  平成22年
３月31日

売上高 (百万円) 24,467 23,123 11,636 12,395 62,378
経常利益 (百万円) 266 1,111 245 504 3,743
四半期(当期)純利益 (百万円) 297 639 169 286 2,440
純資産額 (百万円) － － 50,022 51,129 51,998
総資産額 (百万円) － － 64,715 64,360 74,631
１株当たり純資産額 (円) － － 1,467.221,537.271,544.43
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 8.92 19.59 5.09 8.81 73.56

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) － 19.55 － 8.79 73.49

自己資本比率 (％) － － 75.3 77.2 67.8
営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,599 2,989 － － 1,620

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,030 △102 － － 686

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △487 △918 － － △1,115

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) － － 13,101 14,119 12,149

従業員数 (人) － － 903 924 897

（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  第45期第２四半期連結累計期間及び第45期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

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。
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２ 【事業の内容】

当第２四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。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四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。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在 　

従業員数(人) 924 　

（注）  従業員数は就業人員であります。なお、執行役員20人は従業員数に含んでおりません。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在 　

従業員数(人) 751 　

（注）１  従業員数は就業人員であります。

２  従業員数は社員及び常勤顧問、常勤嘱託の員数で、執行役員11人、非常勤顧問等10人、臨時雇用者８人は含ん

でおりません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1）受注実績

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

設備工事事業（百万円） 9,965 －

設備機器製造事業（百万円） 615 －

合計（百万円） 10,581 －

（注）１  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  当社グループでは設備機器販売事業は受注生産を行っておりません。

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）売上高実績

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

設備工事事業（百万円） 10,529 －

設備機器販売事業（百万円） 1,249 －

設備機器製造事業（百万円） 615 －

合計（百万円） 12,395 －

（注）１  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  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「生産の状況」は記載しておりません。

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 売上にかかる季節的変動について

当社グループにおける設備工事事業の売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間

に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に比べ、

第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。

　

EDINET提出書類

日比谷総合設備株式会社(E00168)

四半期報告書

 4/35



なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

設備工事事業における受注工事高及び売上高の状況

①  受注工事高、売上高及び繰越工事高

期別 区分
期首繰越
工事高

期中受注
工事高

計 期中売上高
期末繰越
工事高

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

空調工事 16,002 11,255 27,257 11,760 15,496
衛生工事 11,436 5,392 16,828 4,501 12,326
電気工事 5,028 4,798 9,826 4,420 5,406
計 32,466 21,446 53,913 20,682 33,230

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

空調工事 12,041 9,362 21,403 10,565 10,838
衛生工事 11,371 2,929 14,301 3,850 10,450
電気工事 3,418 5,750 9,168 4,923 4,244
計 26,831 18,042 44,873 19,339 25,533

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

空調工事 16,002 25,052 41,054 29,012 12,041
衛生工事 11,436 10,966 22,402 11,031 11,371
電気工事 5,028 11,654 16,682 13,264 3,418
計 32,466 47,673 80,139 53,308 26,831

（注）１  前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその

増減額を含みます。したがって、期中売上高にもかかる増減額が含まれております。

２  期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中売上高）であります。

３  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

②  受注工事高

期別 区分
官公庁 民間 計
（百万円） （百万円） （百万円）

前第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

空調工事 1,002 4,874 5,876
衛生工事 389 3,704 4,093
電気工事 178 2,611 2,790
計 1,570 11,190 12,761

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

空調工事 207 5,131 5,339
衛生工事 200 1,162 1,363
電気工事 94 2,646 2,740
計 502 8,940 9,443

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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③  売上高

期別 区分
官公庁 民間 計
（百万円） （百万円） （百万円）

前第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

空調工事 754 4,749 5,503
衛生工事 535 1,695 2,231
電気工事 25 1,884 1,910
計 1,315 8,329 9,645

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

空調工事 492 4,906 5,398
衛生工事 695 1,610 2,306
電気工事 214 2,300 2,514
計 1,402 8,817 10,219

（注）１  売上高のうち主なものは、次のとおりです。

前第２四半期会計期間  請負金額２億円以上の主なもの

(仮称)秋葉原計画 　 空調・衛生設備工事 　 鹿島建設㈱

森地区新構想高等学校(仮称)

PFI事業
　 空調・衛生・電気設備工事 　 イー・エス遠州の森㈱

アーバンネット卸町N館２階

DC構築
　 空調・衛生・電気設備工事 　

エヌ・ティ・ティ都市開発

ビルサービス㈱

当第２四半期会計期間  請負金額５億円以上の主なもの

品川TWINS（東日本・STEP-0）

模様替
　 空調・衛生・電気設備工事 　 東日本電信電話㈱

（仮称）大岡山シニア住宅計画 　 空調・衛生設備工事 　 東急建設㈱

中央区役所・千葉市美術館

空調・熱源設備等改修
　 空調・衛生・電気設備工事 　 財団法人 千葉市都市整備公社

２  売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は、次のとおりです。

前第２四半期会計期間

西日本電信電話㈱                  1,454百万円      15.0％

当第２四半期会計期間

東日本電信電話㈱                  1,715百万円      16.8％

３  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

④  繰越工事高（平成22年９月30日現在）

区分
官公庁 民間 計
（百万円） （百万円） （百万円）

空調工事 2,393 8,444 10,838
衛生工事 1,324 9,125 10,450
電気工事 465 3,779 4,244
計 4,184 21,349 25,533

（注）１  繰越工事高のうち主なものは、次のとおりです。

請負金額11億円以上の主なもの 　 　 　 完成予定年月

丸の内２丁目計画（仮称）新築 　 衛生設備工事 　 大成建設㈱ 　 (平成24年３月)

東京駅丸の内駅舎保存・復原 　 衛生設備工事 　 鹿島建設㈱ 　 (平成24年６月)

福岡刑務所炊場・講堂棟等新営 　 空調・衛生設備工事 　 法務省 　 (平成23年２月)

２  上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変

動等または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありま

せん。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

EDINET提出書類

日比谷総合設備株式会社(E00168)

四半期報告書

 7/35



　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

  当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、アジア諸国の景気回復や政府の経済対策効

果等により緩やかな回復軌道を辿ってきたものの、企業の設備投資や雇用情勢は引き続き厳しく、

急激な円高に伴う輸出の悪化等の懸念材料もあり、先行き不透明な状況が続いております。

  建設業界におきましては、公共投資が減少するなか、民間設備投資の本格的な回復はみられず、依

然として厳しい経営環境で推移いたしました。

  このような状況のもとで当社グループは、受注量の確保に努めてまいりましたが、受注工事高に

つきましては、前第２四半期連結会計期間比24.0％減の105億81百万円となりました。

  売上高につきましては、前第２四半期連結会計期間比6.5％増の123億95百万円となりました。

  この結果、繰越工事高は前第２四半期連結会計期間末比21.6%減の260億88百万円となりました。

  利益につきましては、原価低減による収支の改善等により、営業利益は2億49百万円、経常利益は

前第２四半期連結会計期間比105.3%増の5億4百万円となりました。また、四半期純利益は、前第２四

半期連結会計期間比69.3%増の2億86百万円となりました。

  なお、セグメントの業績は次のとおりです。

①設備工事事業

売上高は105億29百万円、営業利益は79百万円となりました。

②設備機器販売事業

売上高は12億49百万円、営業利益は1億14百万円となりました。

③設備機器製造事業

売上高は6億15百万円、営業利益は52百万円となりました。

　

(2）財政状態の分析

（資産）

  当第２四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、前連結会計年度末より102億71

百万円減少し、643億60百万円となりました。その内訳は、流動資産290億91百万円（前連結会計年度

末比97億25百万円減少）、固定資産352億69百万円（前連結会計年度末比5億45百万円減少）であり

ます。

  流動資産減少の主な要因は、前連結会計年度末より現金及び預金が12億68百万円、有価証券が

7億49百万円それぞれ増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が115億91百万円減少したた

めであります。

（負債）

  当第２四半期連結会計期間末における当社グループの負債総額は、前連結会計年度末より94億2

百万円減少し、132億30百万円となりました。

  負債減少の主な要因は、支払手形・工事未払金等が76億59百万円、未払法人税等が8億79百万円、

未成工事受入金が2億35百万円それぞれ減少したためであります。

（純資産）

  当第２四半期連結会計期間末における当社グループの純資産は、前連結会計年度末より自己株式

が3億27百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が6億56百万円減少したこと等により、

511億29百万円となりました。

　

(3）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△15億53百万円（前

第２四半期連結会計期間比20億16百万円減少）となりました。これは主に、売上債権の減少、たな卸

資産の減少等があったものの、仕入債務の減少、未成工事受入金の減少等がそれらを上回ったこと

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２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得

等により△5億40百万円（前第２四半期連結会計期間比17億27百万円減少）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得等に

より△3億2百万円（前第２四半期連結会計期間比1億97百万円減少）となりました。

　

これらの結果、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の残高は、141億19百万円

（前連結会計年度末比19億69百万円増加）となりました。

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第２四半期連結会計期間において、当連結会社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課題はありません。

　

(5）研究開発活動

  当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は25百万円であります。

  なお、当第２四半期連結会計期間における研究開発活動について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２四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

当第２四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、除却等の計画はありませ

ん。
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第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 96,500,000
計 96,500,000

　

② 【発行済株式】
　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11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 34,000,30934,000,309
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
100株であります。

計 34,000,30934,000,309－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年６月26日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在

（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 331

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 33,100（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 平成21年10月２日 ～ 平成51年10月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      687（注）２

資本組入額    344

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
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平成22年６月29日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在

（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 536

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 53,600（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 平成22年７月27日 ～ 平成52年７月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      634（注）２

資本組入額    317

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

 (注)１  新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合を

行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時

点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる１株未満の端数に

ついては、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下、総称して「合併等」という。）を行う場合、株式の

無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

２  発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算しております。

３  新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、執行役員等の地位を喪失した日の翌日

（以下、「権利行使開始日」という。）から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使すること

ができるものとする。

(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下に定める場合（ただし、下記４に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使で

きるものとする。

・当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式

移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締

役会決議がなされた場合）。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

４  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残

存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株

予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約

権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は

株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)

に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象

会社の株式１株当たり１円とする。
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(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ

れを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

以下の①②③④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社

取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的となる種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること、もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)３に準じて決定する。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

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22年７月１日

～平成22年９月30日
－ 34,000 － 5,753 － 5,931

　　

(6) 【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１－８－11 2,206 6.49

エヌ・ティ・ティ都市開発
株式会社

東京都千代田区外神田４－14－１ 1,371 4.03

日比谷総合設備取引先持株会 東京都港区芝浦４－２－８ 1,255 3.69
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２－11－３ 1,182 3.48

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社
(退職給付信託口・
株式会社百十四銀行口)

東京都港区浜松町２－11－３ 900 2.65

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 853 2.51
財団法人電気通信共済会 東京都港区芝浦３－４－１ 838 2.47
第一生命保険株式会社
(常任代理人
資産管理サービス信託銀行
株式会社)

東京都千代田区有楽町１－13－１ 818 2.41

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 786 2.31
CBNY DFA INTL SMALL
CAP VALUE PORTFOLIO
（常任代理人
  シティバンク銀行株式会社）

1299 OCEAN AVENUE, 11F, SANTA MONICA, CA
90401 USA

672 1.98

計 － 10,885 32.02

（注）１  当社は、自己株式1,487千株（発行済株式総数の4.38％）を保有しておりますが、上記の大株主からは除いて

おります。

      ２  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2,206千株 　

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,182千株 　

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

(退職給付信託口・株式会社百十四銀行口)
900千株 　

(株式会社百十四銀行から委託された信託財産であり、議決権行使に関する指図者は株式会社百十四銀行

であります。)

３  ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーは、平成21年10月８日付で大量保有報告書を提

出していますが、平成22年９月30日現在、株式の名義人その他が確認できないため、上記大株主の状況には含

めておりません。

なお、同社の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

大量保有者  ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー

保有株式数  1,701,500株(発行済株式総数の5.00％)
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 平成22年９月30日現在

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     1,487,500

－ －

(相互保有株式)
普通株式       392,500

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式    32,066,400    320,664 －
単元未満株式 普通株式        53,909 － １単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 34,000,309 － －
総株主の議決権 － 320,664 －

（注）１  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義

の株式がそれぞれ2,000株(議決権20個)及び20株含まれております。

２  「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

自己保有株式                        61株

相互保有株式  日本メックス株式会社  94株

　

② 【自己株式等】

　 平成22年９月30日現在

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)
日比谷総合設備株式会社

東京都港区芝浦４－２－８ 1,487,500 － 1,487,500 4.37

(相互保有株式)
日本メックス株式会社

東京都中央区入船３－６－３ 392,500 － 392,500 1.15

計 － 1,880,000 － 1,880,000 5.53

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
　

月別
平成22年
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

　
　

最高(円) 919 920 797 811 776 782 　
最低(円) 787 751 725 731 699 724 　

（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。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はあり

ません。
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第５ 【経理の状況】
１  四半期連結財務諸表の作成方法について

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、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規

則に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２

四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸

表規則に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

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、前第２四半期連結会計期間（平成21年

７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受

け、また、当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について

は、有限責任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。

なお、あずさ監査法人は監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任あずさ監

査法人となっております。
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,919 11,650

受取手形・完成工事未収入金等 12,349 23,941

有価証券 1,799 1,050

未成工事支出金等 ※2
 1,221

※2
 1,213

その他 823 997

貸倒引当金 △22 △36

流動資産合計 29,091 38,817

固定資産

有形固定資産 ※1
 638

※1
 658

無形固定資産 701 608

投資その他の資産

投資有価証券 25,972 26,625

その他 8,097 8,075

貸倒引当金 △140 △152

投資その他の資産合計 33,929 34,547

固定資産合計 35,269 35,814

資産合計 64,360 74,631

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 9,336 16,995

短期借入金 780 780

未払法人税等 180 1,060

未成工事受入金 468 703

賞与引当金 659 1,042

完成工事補償引当金 41 37

工事損失引当金 ※2
 358

※2
 350

その他 788 953

流動負債合計 12,612 21,924

固定負債

退職給付引当金 446 438

役員退職慰労引当金 29 39

その他 142 231

固定負債合計 618 709

負債合計 13,230 22,633
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,753 5,753

資本剰余金 5,931 5,931

利益剰余金 38,101 38,022

自己株式 △1,181 △854

株主資本合計 48,605 48,854

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,082 1,739

評価・換算差額等合計 1,082 1,739

新株予約権 56 40

少数株主持分 1,385 1,364

純資産合計 51,129 51,998

負債純資産合計 64,360 74,631

EDINET提出書類

日比谷総合設備株式会社(E00168)

四半期報告書

18/35



(2)【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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 24,467 23,123

売上原価 21,482 19,262

売上総利益 2,985 3,861

販売費及び一般管理費 ※1
 3,232

※1
 3,293

営業利益又は営業損失（△） △247 568

営業外収益

受取利息 65 69

受取配当金 78 87

持分法による投資利益 255 275

その他 145 129

営業外収益合計 545 561

営業外費用

支払利息 7 6

その他 23 11

営業外費用合計 31 17

経常利益 266 1,111

特別利益

貸倒引当金戻入額 49 16

特別利益合計 49 16

特別損失

投資有価証券評価損 － 67

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12

特別損失合計 － 79

税金等調整前四半期純利益 315 1,049

法人税、住民税及び事業税 47 97

法人税等調整額 22 270

法人税等合計 69 367

少数株主損益調整前四半期純利益 － 681

少数株主利益又は少数株主損失（△） △51 42

四半期純利益 297 639
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 11,636 12,395

売上原価 10,105 10,501

売上総利益 1,531 1,894

販売費及び一般管理費 ※
 1,549

※
 1,645

営業利益又は営業損失（△） △17 249

営業外収益

受取利息 27 34

受取配当金 9 10

持分法による投資利益 152 150

その他 97 70

営業外収益合計 286 266

営業外費用

支払利息 4 3

その他 18 7

営業外費用合計 23 11

経常利益 245 504

特別利益

貸倒引当金戻入額 16 5

特別利益合計 16 5

特別損失

投資有価証券評価損 － 28

特別損失合計 － 28

税金等調整前四半期純利益 262 481

法人税、住民税及び事業税 31 76

法人税等調整額 53 79

法人税等合計 84 156

少数株主損益調整前四半期純利益 － 325

少数株主利益 8 38

四半期純利益 169 286

EDINET提出書類

日比谷総合設備株式会社(E00168)

四半期報告書

20/35



(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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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利益 315 1,049

減価償却費 120 138

のれん償却額 － 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △83 △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △91 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） △486 △383

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2 3

工事損失引当金の増減額（△は減少） 24 7

受取利息及び受取配当金 △143 △156

支払利息 7 6

投資有価証券売却損益（△は益） △3 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 67

持分法による投資損益（△は益） △255 △275

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12

売上債権の増減額（△は増加） 8,438 11,691

たな卸資産の増減額（△は増加） 485 190

仕入債務の増減額（△は減少） △7,475 △7,794

未成工事受入金の増減額（△は減少） 840 △478

未払又は未収消費税等の増減額 415 96

その他 277 △375

小計 2,364 3,780

利息及び配当金の受取額 159 162

利息の支払額 △7 △6

法人税等の支払額 △915 △946

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,599 2,989

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 △500 －

定期預金の払戻による収入 500 －

有形固定資産の取得による支出 △10 △45

無形固定資産の取得による支出 △20 △4

投資有価証券の取得による支出 △605 △504

投資有価証券の償還による収入 1,600 550

保険積立金の積立による支出 △92 △77

保険積立金の払戻による収入 130 52

匿名組合出資金の払戻による収入 － 13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △103

その他 28 17

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,030 △102
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △108 △348

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △369 △560

少数株主への配当金の支払額 △6 △6

リース債務の返済による支出 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △487 △918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,142 1,969

現金及び現金同等物の期首残高 10,958 12,149

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 13,101

※
 14,119
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【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】
　

 
当第２四半期連結累計期間
（自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日）

１  連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間末より、ＨＩＴエンジニアリング株式会社（平成22年６月

30日付けで富山工営株式会社より商号変更）の全株式を取得し完全子会社化したた

め、連結の範囲に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数

３社

２  会計処理基準に関する事

項の変更

（1）「資産除去債務に関する会計基準」の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準

第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用しております。

これにより、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は12百万円減

少しております。

　

（2）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の

取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 

平成20年３月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱

い」(実務対応報告第24号  平成20年３月10日)を適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。

これにより、当第２四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ2百万円増加しております。

　

(3）「企業結合に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21

号  平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  

平成20年12月26日)、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」(企業会計基準

第23号  平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 

平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号  平成20年12

月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第10号  平成20年12月26日)を適用しております。

なお、連結子会社の資産及び負債の評価については、従来、部分時価評価法を採用し

ておりましたが、上記のとおり、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第

22号  平成20年12月26日)を適用し、第１四半期連結会計期間より、全面時価評価法に

変更しております。この変更による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】
　

当第２四半期連結累計期間
（自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日  内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　
当第２四半期連結会計期間
（自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日  内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

【簡便な会計処理】
　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１  一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四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費の算定方法

定率法を採用している固定資産に関しては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　

３  法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算出する方法

によっております。また、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ため、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。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
 

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額 1,796百万円 ※１  有形固定資産の減価償却累計額 1,767百万円

※２  損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示し

ております。損失の発生が見込まれる工事契約に係る

未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額

は12百万円であります。

※２  損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示し

ております。損失の発生が見込まれる工事契約に係る

未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額

は59百万円であります。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料手当 1,108百万円

賞与引当金繰入額 282百万円

退職給付費用 89百万円

役員退職慰労引当金繰入額 12百万円

減価償却費 109百万円

従業員給料手当 1,092百万円

賞与引当金繰入額 296百万円

退職給付費用 62百万円

役員退職慰労引当金繰入額 4百万円

減価償却費 124百万円

２ 業績の季節的変動

当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４

四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連

結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高

に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多く

なるといった季節的変動があります。

２ 業績の季節的変動

同左

　

第２四半期連結会計期間
　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

※   販売費及び一般管理費の主なもの ※   販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料手当 560百万円

賞与引当金繰入額 108百万円

退職給付費用 32百万円

役員退職慰労引当金繰入額 3百万円

減価償却費 52百万円

従業員給料手当 564百万円

賞与引当金繰入額 107百万円

退職給付費用 29百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2百万円

減価償却費 62百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９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

（平成21年９月30日現在）

※  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

（平成22年９月30日現在）

現金及び預金 13,101百万円

有価証券 1,349百万円

計 14,450百万円

追加型公社債投信等以外の有価証券 △1,349百万円

現金及び現金同等物 13,101百万円

現金及び預金 12,919百万円

有価証券 1,799百万円

計 14,719百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △300百万円

追加型公社債投信等以外の有価証券 △300百万円

現金及び現金同等物 14,119百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４

月１日  至  平成22年９月30日）

　

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

　

普通株式(株) 34,000,309 　

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

　

普通株式(株) 1,678,249 　

　

３  新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

会社名
当第２四半期

連結会計期間末残高
（百万円）

　

提出会社 56　

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 560 17.00平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連

結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成22年11月９日
取締役会

普通株式 243 7.50平成22年９月30日平成22年12月９日利益剰余金

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　
設備工事事業
(百万円)

設備機器
販売事業
（百万円)

その他の事業
(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

9,710 1,522 403 11,636 － 11,636

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 798 92 890 (890) －

計 9,710 2,320 496 12,527 (890) 11,636
営業利益又は
営業損失（△）

△78 51 15 △11 (6) △17

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　
設備工事事業
(百万円)

設備機器
販売事業
(百万円)

その他の事業
(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

20,848 2,802 816 24,467 － 24,467

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 1,532 136 1,669 (1,669) －

計 20,848 4,335 953 26,137 (1,669) 24,467
営業利益又は
営業損失（△）

△268 51 △53 △270 23 △247

（注）１  事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(1) 事業区分の方法

日本標準産業分類に基づいて区分しております。

(2) 各区分に属する主要な事業の内容

設備工事事業：建築設備工事全般に関する事業

設備機器販売事業：建築設備機器類の販売及びメンテナンスに関する事業

その他の事業：建築設備機器類の製造及び販売に関する事業他

２  会計処理基準等の変更

前第２四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日）

「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」に記載のとおり、第１四半期連結会計

期間から「工事契約に関する会計基準」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第

２四半期連結累計期間の設備工事事業の売上高が11億83百万円増加し、営業損失が１億56百万円減少してお

ります。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結

累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結

累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日）及び当第２四半期連

結会計期間（自 平成22年７月１日  至 平成22年９月30日）

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。

当社は、トータルエンジニアリング企業として空気調和、給排水衛生、電気、情報通信技術などの

設備事業を展開しており、主に設備全般の企画・設計・施工においては当社が、設備機器の販売代

理店、設備機器の製造・販売を子会社がそれぞれ営んでおります。各会社はそれぞれ独立した経営

単位であり、取り扱う製品・サービスについての包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。

したがって、当社は、各会社単位を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「設備工事事業」、「設備機器販売事業」及び「設備機器製造事業」の３つを報告セグメント

としております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日）

　 （単位：百万円）

 設備工事事業
設備機器
販売事業

設備機器
製造事業

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高       

外部顧客への売上高 19,649 2,303 1,169 23,123 － 23,123
セグメント間の内部
売上高又は振替高

2 1,159 126 1,287 △1,287 －

計 19,652 3,463 1,296 24,411△1,287 23,123

セグメント利益 379 128 43 550 17 568

（注）１  セグメント利益の調整額17百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日）

　 （単位：百万円）

 設備工事事業
設備機器
販売事業

設備機器
製造事業

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高       

外部顧客への売上高 10,529 1,249 615 12,395 － 12,395
セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 618 85 706 △706 －

計 10,531 1,868 701 13,102 △706 12,395

セグメント利益 79 114 52 246 2 249

（注）１  セグメント利益の調整額2百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第

17号  平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日）

前連結会計年度末
(平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,537.27円 1,544.43円

（注）  算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 51,129 51,998
純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

1,442 1,404

(うち新株予約権)(百万円) (56) (40)
(うち少数株主持分)(百万円) (1,385) (1,364)
普通株式に係る四半期末（期末）の純資産
額(百万円)

49,687 50,593

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(千株)

32,322 32,758

　

２  １株当たり四半期純利益等

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 8.92円 19.59円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円 19.55円

（注）１  前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。

２  算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益（百万円） 297 639

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 297 639

普通株式の期中平均株式数（千株） 33,314 32,629

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 65

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要

－ －

EDINET提出書類

日比谷総合設備株式会社(E00168)

四半期報告書

30/35



　　

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 5.09円 8.81円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円 8.79円

（注）１  前第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。

２  算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結会計期間
（自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益（百万円） 169 286

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 169 286

普通株式の期中平均株式数（千株） 33,272 32,525

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 72

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要

－ －

　　

EDINET提出書類

日比谷総合設備株式会社(E00168)

四半期報告書

31/35



２ 【その他】

第46期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)中間配当については、平成22年11月９日開催

の取締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとお

り中間配当を行うことを決議いたしました。

①  配当金の総額 ２億43百万円 　

②  １株当たりの金額 ７円50銭 　

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月９日 　
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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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　 独立監査人の四半期レビュー報告書　
　

　

平成21年11月13日
日比谷総合設備株式会社
取締役会  御中

　

あずさ監査法人
　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 佐  藤    孝  夫      印

　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 野  島        透      印

　

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

日比谷総合設備株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４

月１日から平成21年９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、日比谷総合設備株式会社及び連結子

会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半

期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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。

追記情報

「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」に記載されているとおり、会社

は第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」を適用している。

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

　

　
(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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　 独立監査人の四半期レビュー報告書　
　

　

平成22年11月12日
日比谷総合設備株式会社
取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 佐  藤    孝  夫    印

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 野  島        透    印

　

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

日比谷総合設備株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４

月１日から平成22年９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、日比谷総合設備株式会社及び連結子

会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半

期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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

　

　
(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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