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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 33,475 △3.0 △254 ― △127 ― △113 ―
22年3月期第2四半期 34,512 △15.9 915 △67.5 1,061 △64.4 548 △66.8

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

23年3月期第2四半期 △1.88 ―
22年3月期第2四半期 9.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 75,905 51,894 66.9 841.90
22年3月期 80,266 52,632 64.2 854.26

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  50,807百万円 22年3月期  51,558百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
23年3月期 ― 7.50
23年3月期 

（予想）
― 7.50 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 84,500 0.4 4,350 0.3 4,650 0.4 2,350 0.7 38.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、
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、四半期決算短信（添付資料）2 ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 60,832,771株 22年3月期  60,832,771株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  484,243株 22年3月期  477,721株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 60,351,605株 22年3月期2Q  60,361,051株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………２ 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………２ 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………２ 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………２ 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………３ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………３ 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………５ 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………６ 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………７ 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………７ 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

○添付資料の目次

能美防災㈱（6744） 平成23年3月期 第2四半期決算短信

－1－



  
当第２四半期におけるわが国経済は、外需の牽引などによって緩やかな回復傾向がみられるものの、円

高の進行などにより、不透明な状況となっております。 
 当防災業界におきましては、民間設備投資の需要低迷が長引くなかで市場規模は縮小しており、また、
設置が義務化された住宅用火災警報器の出荷数は、普及率の上昇により減少傾向にあります。 
 このような環境のなか、当社グループは積極的な営業活動に努めましたが、当第２四半期における連結
売上高は33,475百万円（前年同期比3.0％減）となりました。 
 売上高の内訳をセグメント別にみますと、火災報知設備は12,724百万円（前年同期比1.3％減）、消火
設備は9,676百万円（前年同期比5.1％増）、保守点検等は9,025百万円（前年同期比13.8％減）、その他
は2,049百万円（前年同期比5.9％増）となりました。 
 利益につきましては、厳しい受注環境で原価率が悪化したことなどにより、営業損失は254百万円、経
常損失は127百万円、四半期純損失は113百万円となりました。 
  

  
当第２四半期における総資産につきましては、受取手形及び売掛金8,868百万円の減少を主な要因とし

て、前連結会計年度末に比べ4,360百万円減少し、75,905百万円となりました。 
 負債につきましては、流動負債は3,453百万円の減少、固定負債は168百万円の減少となり、負債合計は
前連結会計年度末に比べ3,622百万円減少し、24,011百万円となりました。 
 純資産につきましては、配当金の支払い等により、前連結会計年度末に比べ738百万円減少し、51,894
百万円となりました。 

  

  
平成23年3月期の通期業績予想につきましては、現在のところ平成22年５月７日に公表した予想数値に

変更はありませんが、修正が必要となる場合は速やかに開示いたします。 
 なお、当社グループの売上高は建設業界の影響を受ける部分が多いため、下期、特に第４四半期に集中
する傾向があります。 

  
  

 該当事項はありません。 
  

 ①固定資産の減価償却費の算定方法 
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 
 ②税金費用の算定方法 

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
算する方法によっております。 
  なお、法人税等調整額に関しては、法人税等に含めて表示しております。 
  

  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。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 
  

  ②企業結合に関する会計基準の適用 
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）、「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。 

1. 当四半期の連結業績等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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

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 18,752 18,764

受取手形及び売掛金 17,092 25,960

有価証券 2,000 2,000

商品及び製品 3,161 2,584

仕掛品 911 813

原材料及び貯蔵品 3,773 3,752

未成工事支出金 6,429 5,156

その他 2,358 2,188

貸倒引当金 △277 △291

流動資産合計 54,202 60,929

固定資産   

有形固定資産 12,460 9,986

無形固定資産 1,382 1,407

投資その他の資産   

投資有価証券 2,852 2,976

その他 5,185 5,161

貸倒引当金 △178 △195

投資その他の資産合計 7,859 7,942

固定資産合計 21,703 19,336

資産合計 75,905 80,266

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,812 7,982

短期借入金 33 34

未払法人税等 103 1,310

賞与引当金 1,708 2,579

完成工事補償引当金 39 57

工事損失引当金 319 145

その他 7,648 9,010

流動負債合計 17,666 21,120

固定負債   

退職給付引当金 5,381 5,432

役員退職慰労引当金 556 671

負ののれん 11 16

その他 394 391

固定負債合計 6,344 6,513

負債合計 24,011 27,633
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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 13,302 13,302

資本剰余金 12,745 12,745

利益剰余金 24,984 25,551

自己株式 △241 △238

株主資本合計 50,790 51,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45 180

為替換算調整勘定 △28 17

評価・換算差額等合計 17 197

少数株主持分 1,086 1,073

純資産合計 51,894 52,632

負債純資産合計 75,905 80,266
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(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 34,512 33,475

売上原価 23,980 24,215

売上総利益 10,532 9,260

販売費及び一般管理費 9,616 9,515

営業利益又は営業損失（△） 915 △254

営業外収益   

受取利息 28 18

受取配当金 17 15

保険返戻金 61 15

負ののれん償却額 5 5

持分法による投資利益 18 24

その他 111 147

営業外収益合計 242 226

営業外費用   

支払利息 1 1

賃貸費用 30 27

売上割引 － 28

為替差損 48 23

その他 15 16

営業外費用合計 96 99

経常利益又は経常損失（△） 1,061 △127

特別利益   

前期損益修正益 － 30

貸倒引当金戻入額 － 20

特別利益合計 － 51

特別損失   

投資有価証券評価損 － 3

固定資産処分損 23 24

特別損失合計 23 28

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（△）

1,038 △104

法人税等 439 △39

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △64

少数株主利益 49 48

四半期純利益又は四半期純損失（△） 548 △113
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,038 △104

減価償却費 639 709

負ののれん償却額 △5 △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61 △51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33 △115

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,304 △871

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △5 △17

受取利息及び受取配当金 △46 △34

保険返戻金 △61 △15

支払利息 1 1

持分法による投資損益（△は益） △18 △24

固定資産処分損益（△は益） 23 24

投資有価証券評価損益（△は益） － 3

売上債権の増減額（△は増加） 8,986 8,848

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,114 △2,000

仕入債務の増減額（△は減少） △3,269 △1,287

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,646 809

その他 △650 △859

小計 4,801 4,981

利息及び配当金の受取額 46 35

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △1,505 △1,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,339 3,895

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △47 △45

固定資産の取得による支出 △1,456 △3,444

貸付けによる支出 △3 △0

貸付金の回収による収入 31 27

保険積立金の解約による収入 275 16

その他 △19 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,219 △3,444

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △604 △453

その他 △6 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △611 △483

現金及び現金同等物に係る換算差額 23 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,531 △50

現金及び現金同等物の期首残高 16,856 19,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,388 19,429
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該当事項はありません。 

  

  

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) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

   事業の種類を考慮し、火災報知設備、消火設備、保守点検等、その他に区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要営業品目 

   火災報知設備：自動火災報知設備・環境監視システム・防火戸、防排煙設備他 

   消火設備  ：各種スプリンクラー設備・泡消火設備・プラント防災設備・トンネル防災設備他 

   保守点検等 ：各種防災設備に係る保守点検および補修業務・防災設備のリース他 

   その他   ：駐車場設備・防犯設備他 

３  「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第１四 

    半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工 

    事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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における「消火設備」の売上高は131百万円増加し、営業損失は９

    百万円減少しております。 

  

  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) 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグ  

 メント情報の記載を省略しております。 

  

  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) 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

火災報知設備 
(百万円)

 消火設備
 (百万円)

保守点検等 
(百万円)

その他 
(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

12,895 9,205 10,475 1,936 34,512 ─ 34,512

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

24 24 0 93 143 (143) ─

計 12,920 9,229 10,476 2,030 34,656 (143) 34,512

営業利益又は営業損失(△) 729 △91 2,328 124 3,091 (2,176) 915

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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。 

  

  １．報告セグメントの概要 

  当社グループ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。 

  当社グループは、防災事業を中心に事業活動を展開しており、「火災報知設備」、「消火設備」及

び「保守点検等」の３つを報告セグメントとしております。 

  「火災報知設備」は、自動火災報知設備、環境監視システム、防火戸、防排煙設備等の製造販売及

び取付工事を行っております。「消火設備」は、各種スプリンクラー設備、泡消火設備、プラント防

災設備、トンネル防災設備等の製造販売及び取付工事を行っております。「保守点検等」は各種防災

設備に係る保守点検及び補修業務等を行っております。 

  

  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）

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場設備、防犯設備等を含ん 

    でおります。 

２ セグメント利益の調整額△2,251百万円は全社費用であります。 

    全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結損益 

計算書計上額 

(注)３
火災報知 

設備
 消火設備 保守点検等 計

 売上高

  外部顧客への売上高 12,724 9,676 9,025 31,425 2,049 33,475 ─ 33,475

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
30 27 0 58 87 146 △146 ─

計 12,754 9,703 9,025 31,484 2,137 33,621 △146 33,475

セグメント利益 167 615 1,063 1,846 149 1,996 △2,251 △254

(6) 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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