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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 6,701 ― 527 ― 560 ― 393 ―
20年3月期第1四半期 7,420 5.6 649 10.6 666 17.0 336 △4.2

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 14.75 14.75
20年3月期第1四半期 12.73 12.68

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 36,639 15,038 36.6 503.23
20年3月期 37,032 14,943 35.6 494.35

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,421百万円 20年3月期  13,184百万円

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 ― 4.00 ― 8.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 8.00 12.00

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 14,700 ― 900 ― 1,000 ― 650 ― 24.37
通期 32,500 △2.3 3,200 △4.0 3,100 △2.2 1,750 6.3 65.62

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、2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、2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.上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
業績予想に関連する事項については、2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参照下さい。 
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  27,212,263株 20年3月期  27,212,263株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  541,793株 20年3月期  542,268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  26,669,795株 20年3月期第1四半期  26,428,678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１四半期は、原材料・原油価格の高騰などが企業収益を圧迫し、企業の業況判断が一段と慎重さを増

すなか、先行きも設備投資の縮小が懸念されるなど、事業環境は厳しさが増す状況で推移いたしました。 

　中国経済は、景気減速に警戒感が強まるなど、先行き予断の許されない状況で推移いたしました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

＜日 本＞ 

　省エネルギー製品の拡販、工場用空調機、大型建設プロジェクト及び中小型案件の受注獲得に取り組んだ

ものの、厳しい事業環境で推移した結果、売上高は5,785百万円、営業利益は459百万円となりました。 

＜ア ジ ア＞ 

　中国等の海外分野においても経済環境の変化等の要因により、売上高は967百万円、営業利益は45百万円と

なりました。 

　この結果、当社グループの売上高は、6,701百万円（前年同期比9.7%減）となりました。利益面におきまし

ては、営業利益は527百万円（前年同期比18.8%減）、経常利益は560百万円（前年同期比15.9%減）、税金等調

整前四半期純利益は596百万円（前年同期比10.4%減）、四半期純利益は393百万円（前年同期比16.9%増）とな

りました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末の総資産は36,639百万円となり、前連結会計年度末に比べ392百万円減少となりました。こ

れは主に、売上債権の減少1,264百万円、たな卸資産の増加680百万円及び投資有価証券の時価評価によるも

のであります。

　負債は21,601百万円となり、前連結会計年度末に比べ487百万円減少となりました。これは主に、仕入債務

の減少303百万円、未払法人税等の減少385百万円及び繰延税金負債が増加したことによるものであります。

　純資産は15,038百万円となり、四半期純利益の計上及び少数株主持分が減少したことにより、前連結会計

年度末に比べ94百万円増加となりました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績は概ね当初予想通りに推移しており、平成20年5月14日に発表いたしました業績予想の変更はありま

せん。

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)

該当事項はありません。

(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

(簡便な会計処理)

①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資産については、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。
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②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

　法人税等の算定に関して、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定しており

ます。 

　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に著しい変化が生

じておらず、一時差異等の発生状況について大幅な変動がないため、前連結会計年度に使用した将来の

業績予想やタックス・プランニングを利用しております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

該当事項はありません。

(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
①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期連結会計期間より「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。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

　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、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げ

の方法)に変更しております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

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、従来と同様の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は32百万円それぞれ減少しております。

　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。

　④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係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係る四半期連結財

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・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　この変更による損益に与える影響はありません。
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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 4,194 4,297

受取手形及び売掛金 14,866 16,130

商品及び製品 1,145 857

仕掛品 869 477

原材料 1,003 1,002

その他 649 787

貸倒引当金 △523 △549

流動資産合計 22,204 23,005

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,850 3,719

土地 4,749 4,709

その他（純額） 1,280 1,407

有形固定資産合計 9,880 9,835

無形固定資産 289 315

投資その他の資産

その他 4,402 4,009

貸倒引当金 △136 △133

投資その他の資産合計 4,265 3,876

固定資産合計 14,434 14,027

資産合計 36,639 37,032
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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 6,551 6,855

短期借入金 5,251 4,728

1年内返済予定の長期借入金 2,254 2,302

1年内償還予定の社債 320 320

未払法人税等 277 663

賞与引当金 259 458

その他 1,791 1,721

流動負債合計 16,706 17,050

固定負債

社債 260 270

長期借入金 1,269 1,532

退職給付引当金 1,027 1,029

役員退職慰労引当金 51 480

その他 2,285 1,724

固定負債合計 4,894 5,037

負債合計 21,601 22,088

純資産の部

株主資本

資本金 5,822 5,822

資本剰余金 4,924 4,924

利益剰余金 3,539 3,358

自己株式 △186 △185

株主資本合計 14,099 13,920

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 639 366

土地再評価差額金 △920 △920

為替換算調整勘定 △396 △181

評価・換算差額等合計 △677 △735

少数株主持分 1,616 1,759

純資産合計 15,038 14,943

負債純資産合計 36,639 37,032
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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 6,701

売上原価 4,627

売上総利益 2,074

販売費及び一般管理費 1,546

営業利益 527

営業外収益

受取利息 5

受取配当金 26

為替差益 20

雑収入 37

営業外収益合計 90

営業外費用

支払利息 44

雑支出 12

営業外費用合計 57

経常利益 560

特別利益

受取保険金 36

特別利益合計 36

税金等調整前四半期純利益 596

法人税、住民税及び事業税 125

法人税等調整額 71

法人税等合計 197

少数株主利益 5

四半期純利益 393
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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)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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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)

当社及び連結子会社の事業は、空調機器製造販売事業の単一事業であります。従って、開示対象となる

セグメントがないため記載を省略しております。

【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)

日本
(百万円)

アジア
(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

5,782 919 6,701 ― 6,701

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

3 47 50 △50 ―

計 5,785 967 6,752 △50 6,701

営業利益 459 45 505 22 527

(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……中国

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扱い」の適用 

 2ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他 (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、従来と同様の方法によった場合と比較して、「アジア」のセグメントにお

いて営業利益は32百万円減少しております。

【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)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,270 71 1,341

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 6,701

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

18.9 1.1 20.0

(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.各区分に属する主な国又は地域

　 アジア……中国

3.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(5) 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

（要約）四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目

前第1四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

金 額

Ⅰ 売上高 7,420

Ⅱ 売上原価 5,164

　 売上総利益 2,255

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,605

　 営業利益 649

Ⅳ 営業外収益 83

Ⅴ 営業外費用 66

　 経常利益 666

　 税金等調整前四半期純利益 666

　 税金費用 282

　 少数株主利益 47

　 四半期純利益 336
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