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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 65,759 ― 2,010 ― 2,933 ― 926 ―
20年3月期第1四半期 70,085 12.3 3,686 114.0 4,302 234.0 2,560 342.2

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

21年3月期第1四半期 6.79 ―
20年3月期第1四半期 18.78 ―

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

21年3月期第1四半期 261,236 89,096 32.8 629.26
20年3月期 237,815 83,656 33.3 581.58

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  85,792百万円 20年3月期  79,296百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 133,000 ― 3,500 ― 3,000 ― 500 ― 3.67
通期 270,000 2.4 11,000 2.7 9,500 3.9 4,000 △20.3 29.34

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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（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もの） 

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲載している業績の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき合理的と判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性を含
んでおりますので、実際の今後の業績は、様々な要因の変化により、記載の予想とは異なる場合のありうることをご承知下さい。そのような要因としては、主要市場の経
済環境及び製品需要の変動、為替相場の変動及び国内外の各種規制並びに会計基準・慣行等の変更があげられます。業績予想に関する事項は4ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 140,331,565株 20年3月期 140,331,565株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 3,991,533株 20年3月期 3,985,576株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 136,343,535株 20年3月期第1四半期 136,331,896株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期における世界経済は、エネルギー・原材料価格の上昇や金融不安の影響を受けて先進国を中心

に減速しました。とりわけ米国経済は、金融不安問題を背景に景況感の悪化が強まっております。一方、国内

経済は原油及び原材料価格の高騰から景気の足踏み状態が続く展開となりました。 

 当社は中期経営計画の事業ドメインをグローバル力と品質力をベースとした「環境」におき、①グローバル

戦略展開強化、②マーケティング強化、③技術開発強化、④モノ造り改革の４つの重点施策を展開しておりま

す。その取り組みの一つとして、スーパーやドラッグストアーなどの店舗設備向けにノンフロン型で省エネ効

果を高めた冷凍空調システム（従来比15%減）を開発し、大手コンビニエンスストアーに試験導入いたしまし

た。また、グローバル競争力向上を狙いとし、国内２社、海外３社をグループ再編するなど、積極的に事業基

盤の強化に努めてまいりました。 

 当第１四半期連結会計期間における売上高は65,759百万円（前年同期比6.2%減）、営業利益は2,010百万円

(前年同期比45.5%減)、経常利益は2,933百万円（前年同期比31.8%減）、四半期純利益は926百万円（前年同期

比63.8%減）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の事業別セグメントの概況は次のとおりであります。 

【自動車機器事業】 

 中国市場においては市場成長に伴った需要増と積極的なビジネス活動の成果により増収となったものの、主

力である欧州市場に加え、米州・アジアでも景気減速及び為替変動による影響により減収となりました。 

 その結果、売上高は47,256百万円（前年同期比6.8%減）、営業利益は4,061百万円（前年同期比24.2%減）と

なりました。 

【流通システム事業】 

 店舗システム部門は、国内市場において、新たな業界とのコラボ戦略を推進展開してまいりましたが、ビジ

ネス環境は厳しい状況が継続しており、対前年同期比では微減となりました。 

 ベンディングシステム部門は、国内市場では、一部主要顧客の積極的投資があったものの、全般的には投資

抑制傾向が継続し減収となりました。海外市場では、米国市場での主要顧客からの受注の遅れにより減収とな

りました。 

 その結果、売上高は16,848百万円（前年同期比9.1%減）、営業損失は794百万円となりました。 

【その他の事業】 

 住環境システム部門は、成長のための選択と集中により、自然系冷媒CO2使用の高効率給湯器「エコキュ  

ート」の開発に係る投資を継続・実施するとともに、営業体制強化を図っております。 

 また、新規２社の連結加入による売上増がありました。 

 その結果、売上高は1,654百万円（前年同期比96.4%増）、営業損失は476百万円となりました。 

  

 また、所在地別セグメントの概況は次のとおりであります。 

【日本】 

 売上高は流通システム事業の市場環境悪化はあるものの、新規連結子会社2社の加入により増収となりまし

た。利益面では、生産性改善に努めましたが、減収及び為替影響を受け減益となりました。その結果、売上高

は21,048百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は1,116百万円（前年同期比57.2％減）となりました。 

【アジア】 

 自動車機器事業は市場環境影響を受けました。利益面では、減収影響から減益となりました。その結果、売

上高は8,762百万円（前年同期比10.8％減）、営業利益は474百万円（前年同期比30.7％減）となりました。 

【欧州】 

 自動車機器事業中心に市場環境悪化により減収となりました。利益面では、生産性の改善を図り増益となり

ました。その結果、売上高は26,767百万円（前年同期比6.9％減）、営業利益は1,007百万円（前年同期比

12.9％増）となりました。 

【北米】 

 自動車機器事業及び流通システム事業ともに、米国景気減速と為替変動による減収となりました。利益面で

は減収影響を受けましたが生産性改善により増益となりました。その結果、売上高は9,180百万円（前年同期

比18.5％減）、営業利益は316百万円（前年同期比5.9％増）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債および純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間の財政状態は、総資産が前連結会計年度末に比べ、23,420百万円増加し、
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261,236百万円となりました。 

〔資産の部〕 

 流動資産は現金及び預金5,427百万円、受取手形及び売上債権2,427百万円、棚卸資産1,718百万円の増加を主

に、136,025百万円となりました。固定資産は、投資その他の資産2,274百万円の増加を主に、125,210百万円と

なりました。 

〔負債の部〕 

 流動負債は短期借入金3,823百万円の増加を主に、96,747百万円となりました。固定負債は主に長期借入金993

百万円の増加により、75,392百万円となりました。その結果、負債合計は172,139百万円となりました。 

〔純資産の部〕 

 純資産合計は主に利益剰余金2,575百万円の増加により、89,096百万円となりました。 

②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は、前連結会計年度末に比べ5,021百万円増加し、

15,026百万円となりました。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,693百万円及び減価償却費3,463百万円

の増加を主に、5,945百万円の資金を創出しました。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、生産設備の増強を中心に3,099百万円の資金を使用しました。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金3,207百万円の増加を主に、1,733百万円の資金を調達し

ました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月13日公表の連結業績予想を、現時点では修正して

おりません。当社を取り巻く環境は、サブプライムローン問題を発端とした世界経済の減速、原材料価格の高

騰及び為替変動等、厳しい状況が続くものと予想されます。 

 このような状況の中で、当社はグローバル成長戦略の加速と生産性の改善を図り、業績向上に努めてまいり

ます。 

４．その他 

（１）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 

① 簡便な会計処理 

 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税

効果会計適用の実効税率を合理的に見積り、税金等調整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。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等合計」に含めて表示しております。 

（２）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 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14

日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており

ます。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による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」（企業会計基準第9号 平

成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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。この変更により、営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ286百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

り扱い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。 この変更により、期首利益剰余金は2,329百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

それぞれ124百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

④ 「リース取引に関する会計基準」の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成５年６月17日企業会

計審議会第一部会 平成19年3月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号 平成６年１月18日、日本公認会計士協会 会計制度委員会 平成19年３月30日改正）

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度にかかる四半期連結財務諸表から適用することができるこ

とになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産の減

価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法を採用しております。こ

の変更により、営業利益は57百万円増加、経常利益は13百万円増加、税金等調整前四半期純利益は243百万

円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

⑤ 機械装置の耐用年数の変更 

 当社及び一部の連結子会社は、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」 平成20年４月

30日 法律第23号）及び（「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」 平成20年

４月30日 財務省令第32号）による法定耐用年数の短縮に伴い、当第１四半期連結会計期間より一部の機

械装置の耐用年数を変更しております。この変更により、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ116百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（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 15,039 9,611

受取手形及び売掛金 65,349 62,922

有価証券 60 144

商品及び製品 23,492 －

仕掛品 5,752 －

原材料 8,480 －

その他のたな卸資産 4,423 －

たな卸資産 － 40,430

繰延税金資産 3,025 4,035

未収入金 4,217 3,916

貸倒引当金 △1,027 △994

その他 7,212 6,364

流動資産合計 136,025 126,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,259 24,491

機械装置及び運搬具 28,312 25,261

工具、器具及び備品 3,806 4,097

土地 19,835 19,555

リース資産 8,351 －

建設仮勘定 4,771 5,821

有形固定資産合計 90,336 79,226

無形固定資産   

のれん 99 8

リース資産 233 －

その他 918 801

無形固定資産合計 1,251 809

投資その他の資産   

投資有価証券 18,293 17,182

退職金年金基金 7,745 7,814

繰延税金資産 5,512 4,890

その他 2,239 1,633

貸倒引当金 △168 △173

投資その他の資産合計 33,621 31,347

固定資産合計 125,210 111,384

資産合計 261,236 237,815
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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   

支払手形及び買掛金 45,968 45,322

短期借入金 16,044 12,220

1年内返済予定の長期借入金 4,657 3,786

リース債務 2,645 －

未払金 6,448 9,477

未払法人税等 1,116 1,081

賞与引当金 4,821 3,332

売上割戻引当金 461 453

アフターサービス引当金 1,570 1,553

その他 13,010 8,876

流動負債合計 96,747 86,105

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 42,849 41,855

リース債務 4,915 －

退職給付引当金 9,711 9,386

役員退職慰労引当金 218 207

環境費用引当金 536 524

負ののれん 421 －

繰延税金負債 1,203 340

その他 536 738

固定負債合計 75,392 68,053

負債合計 172,139 154,159

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 27,206 27,207

利益剰余金 38,537 35,962

自己株式 △2,229 △2,179

株主資本合計 74,552 72,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,186 1,798

繰延ヘッジ損益 162 10

為替換算調整勘定 8,891 5,460

評価・換算差額等合計 11,240 7,268

少数株主持分 3,303 4,360

純資産合計 89,096 83,656

負債純資産合計 261,236 237,815

- 2 -



（２）四半期連結損益計算書 

（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) 

売上高 65,759

売上原価 52,247

売上総利益 13,511

販売費及び一般管理費 11,501

営業利益 2,010

営業外収益  

受取利息 93

受取配当金 53

為替差益 580

持分法による投資利益 587

その他 290

営業外収益合計 1,606

営業外費用  

支払利息 587

その他 96

営業外費用合計 683

経常利益 2,933

特別利益  

固定資産売却益 6

その他 42

特別利益合計 48

特別損失  

固定資産処分損 19

投資有価証券評価損 5

リース会計基準適用に伴う損失 256

その他 6

特別損失合計 288

税金等調整前四半期純利益 2,693

法人税等合計 1,666

少数株主利益 100

四半期純利益 926
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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 2,693

減価償却費 3,463

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,438

貸倒引当金の増減額（△は減少） 102

受取利息及び受取配当金 △147

支払利息 587

持分法による投資損益（△は益） △587

売上債権の増減額（△は増加） 113

たな卸資産の増減額（△は増加） 573

未収入金の増減額（△は増加） △126

仕入債務の増減額（△は減少） △845

その他 △417

小計 6,848

利息及び配当金の受取額 598

利息の支払額 △667

法人税等の支払額 △833

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,945

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の純増減額 60

有形固定資産の取得による支出 △2,458

有形固定資産の売却による収入 284

無形固定資産の取得による支出 △216

関係会社株式の取得による支出 △239

少数株主からの関係会社株式の取得による支出 △718

その他 188

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,099

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 3,207

長期借入れによる収入 40

長期借入金の返済による支出 △203

リース債務の返済による支出 △627

配当金の支払額 △679

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,733

現金及び現金同等物に係る換算差額 441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,021

現金及び現金同等物の期首残高 9,598

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 406

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,026
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の運用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年3月14日）を適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（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）セグメント情報 

ａ．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．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

(1）自動車機器事業……カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品 

(2）流通システム事業…自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種、大型オープンショーケース各種 

(3）その他の事業………エコキュート、セントラル暖房・換気システム 

３．金額は消費税等抜きであります。 

４．上記営業費用のうち消去又は全社の項目の金額は配賦不能営業費用の金額は779百万円であり、その主なもの

は親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

５．会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （２）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 ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用」に記載のとおり、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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、自動車機器事業において90百万

円、流通システム事業において131百万円、その他の事業において64百万円それぞれ減少しております。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （２）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 ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適

用」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取り扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、自動車機器事業において124百万円増加しております。

 （リース取引に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （２）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 ④「リース取引に関する会計基準」の適用」に記載のとおり、「リース取引に関する会

計基準」(企業会計基準第13号 平成５年６月17日企業会計審議会第一部会 平成19年３月30日改正)および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成６年１月18日、日本公認

会計士協会 会計制度委員会 平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度にか

かる四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引にかかる会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引にかかるリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０

とする定額法を採用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、自動

車機器事業において28百万円、流通システム事業において22百万円、その他の事業において６百万円それぞ

れ増加しております。 

 
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（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 47,256 16,848 1,654 65,759 － 65,759 

(2）
セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － － 

  計 47,256 16,848 1,654 65,759 － 65,759 

  営業利益(又は営業損失) 4,061 △794 △476 2,789 (779) 2,010 
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 （機械装置の耐用年数の変更） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （２）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 ⑤機械装置の耐用年数の変更」に記載のとおり、当社及び一部の連結子会社は、法人税

法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」平成20年４月30日 法律第23号）及び（「減価償却資産の

耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」平成20年４月30日 財務省令第32号）による法定耐用年数

の短縮に伴い、当第１四半期連結会計期間より一部の機械装置の耐用年数を変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、自動車機器事業において104百万円、流

通システム事業において11百万円、その他の事業において１百万円それぞれ減少しております。 

ｂ．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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等 

欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

北 米：アメリカ、メキシコ等 

３．金額は消費税等抜きであります。 

４．上記営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額及び主な内容は、「事業の種

類別セグメント情報」の「注４.」と同一であります。 

５．会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （２）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 ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用」に記載のとおり、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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本において286百万円減少して

おります。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （２）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 ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適

用」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取り扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、アジアにおいて１百万円の減少、欧州において134百万

円増加、北米において８百万円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （２）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 ④「リース取引に関する会計基準」の適用」に記載のとおり、「リース取引に関する会

計基準」(企業会計基準第13号 平成５年６月17日企業会計審議会第一部会 平成19年３月30日改正)および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成６年１月18日、日本公認

会計士協会 会計制度委員会 平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度にか

かる四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引にかかる会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引にかかるリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０

とする定額法を採用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本

において57百万円増加しております。 

 
日本 

（百万円）
アジア 

（百万円）
欧州 

（百万円）
北米 

（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 21,048 8,762 26,767 9,180 65,759 － 65,759 

(2）
セグメント間の内部売上高

または振替高 
20,187 963 1,155 941 23,247 (23,247) － 

  計 41,235 9,726 27,922 10,122 89,007 (23,247) 65,759 

  営業利益 1,116 474 1,007 316 2,914 (904) 2,010 
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 （機械装置の耐用年数の変更） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （２）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 ⑤機械装置の耐用年数の変更」に記載のとおり、当社及び一部の連結子会社は、法人税

法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」 平成20年４月30日 法律第23号）及び（「減価償却資産

の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」平成20年４月30日 財務省令第32号）による法定耐用年

数の短縮に伴い、当第１四半期会計期間より、一部の機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本において116百万円減少しております。 

（６）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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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 70,085 

Ⅱ 売上原価 55,336 

売上総利益 14,748 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 11,061 

営業利益 3,686 

Ⅳ 営業外収益 1,467 

Ⅴ 営業外費用 852 

経常利益 4,302 

Ⅵ 特別利益 223 

Ⅶ 特別損失 88 

税金等調整前四半期純利益 4,438 

税金費用 1,732 

少数株主利益 146 

四半期純利益 2,560 

- 4 -



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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 4,438 

 減価償却費 2,675 

 売上債権の増減額 △6,710 

 たな卸資産の増減額 △831 

 仕入債務の増減額 4,999 

 その他 3,405 

小計 7,977 

 法人税等の支払額 △1,691 

 その他 △543 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,742 

Ⅱ 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 △1,119 

 無形固定資産の取得による支出 △5 

 その他 △260 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,385 

Ⅲ 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 △4,450 

 長期借入金の新規借入額 900 

 長期借入金の返済額 △390 

 その他 △669 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,611 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 391 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 137 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 12,199 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 12,337 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 （注）１．事業区分の方法は内部管理上採用している区分によっております。 

 ２．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

 ・自動車機器事業   ……… カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品 

 ・流通システム事業 ……… 自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種 

              大型オープンショーケース各種及び関連システム 

 ・その他の事業     ……… 石油暖房機、セントラル暖房・換気システム、エコキュート 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 （注）１．国又は地域の区分方法は地理的近接度によっております。 

 ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア：シンガポール、マレーシア、インドネシア、中国、タイ、オーストラリア、フィリピン等 

 欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

 北 米：アメリカ、メキシコ等 

 
自動車機器事業 
（百万円） 

流通システム 
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 
50,699 18,544 842 70,085 － 70,085 

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高 

－ － － － (－) －

計 50,699 18,544 842 70,085      (－) 70,085 

営業費用 45,337 19,072 1,109 65,520 878 66,398 

営業利益 

（△は営業損失） 
5,361 △528 △267 4,565 (878) 3,686 

 
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
北米 

（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 
20,242 9,822 28,754 11,266 70,085 － 70,085 

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高 

21,709 1,336 1,516 1,108 25,670 (25,670) －

計 41,951 11,158 30,271 12,375 95,756 (25,670) 70,085 

営業費用 39,340 10,473 29,378 12,077 91,269 (24,870) 66,398 

営業利益 

（△は営業損失） 
2,611 684 892 298 4,487 (800) 3,686 
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