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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 23,258 ― 2,052 ― 1,920 ― 925 ―
20年3月期第3四半期 24,086 4.7 2,177 16.8 2,158 16.9 1,077 7.8

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

21年3月期第3四半期 34.70 34.70
20年3月期第3四半期 40.57 40.42

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3四半期 37,987 15,353 35.7 508.03
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3四半期  13,549百万円 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 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、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.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3四半期  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3四半期  541,825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3四半期  26,671,688株 20年3月期第3四半期  26,548,979株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界同

時不況やそれに伴う急激な円高等を背景に企業収益が大幅に悪化するなど、景気後退が一段と深刻化する

状況となりました。また、当業界におきましても、民間設備投資が減速したことや公共投資が低調に推移

したことなど厳しさが増す状況で推移いたしました。  

 こうしたなか、当社グループにおきましては、地球温暖化対策や省資源化への社会的要請を背景とし

て、省エネルギー製品の開発・改良に注力するとともに、省エネ性能に優れた製品の販売強化を進め、大

型建設プロジェクト・工場用空調機・中小型案件の受注にも機動的に取り組んでまいりました。  

  

 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＞  

 国内工場用空調機の販売が好調に推移し、売上高は19,926百万円、またトータルコストの圧縮により営

業利益は1,836百万円となりました。  

＜ア ジ ア＞  

 中国経済成長の減速等もあり、売上高は3,463百万円、営業利益は153百万円となりました。  

  

 この結果、当社グループの売上高は、23,258百万円（前年同期比3.4%減）となりました。また、利益面

におきましては原材料の高騰によるコスト増加要因はありましたものの、収益性を重視した受注管理の強

化及びトータルコストの削減に努めました結果、営業利益は2,052百万円（前年同期比5.7%減）、経常利

益は1,920百万円（前年同期比11.0%減）、税金等調整前四半期純利益は1,901百万円（前年同期比11.9%

減）、四半期純利益は925百万円（前年同期比14.1%減）となりました。  

  

（注）前年同期比につきましては参考として記載しております。  

  
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は37,987百万円となり、前連結会計年度末に比べ955百万円増加

となりました。これは主に、現金及び預金の増加975百万円、売上債権の減少1,309百万円、たな卸資産の

増加592百万円及び有形固定資産の増加847百万円によるものであります。  

 負債は22,634百万円となり、前連結会計年度末に比べ546百万円増加となりました。これは主に、仕入

債務の増加991百万円、借入金の減少650百万円によるものであります。  

 純資産は15,353百万円となり、四半期純利益の計上により前連結会計年度末に比べ409百万円増加とな

りました。 

  
  

当第３四半期連結累計期間の業績は、概ね当初予想通りに推移しております。通期の連結業績見通しに

つきましては、前決算発表時（平成20年５月14日）に公表いたしました連結業績予想に変更はありませ

ん。しかしながら、今後の世界経済は景気の減速が長期化するとの見方が強まり、企業収益の大幅な悪化

とともに設備投資の中断・延期等が見込まれることから、厳しい事業環境が続くことが予想されます。 

  
  

【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

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
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該当事項はありません。 
  

  

(簡便な会計処理)  

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測やタックス・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。 
  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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)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 

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 

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、当第３四半期連結累計期間

の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は113百万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、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。  

  

  

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,273 4,297

受取手形及び売掛金 14,821 16,130

商品及び製品 1,105 857

仕掛品 843 477

原材料 982 1,002

その他 815 787

貸倒引当金 △503 △549

流動資産合計 23,337 23,005

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,104 3,719

土地 4,900 4,709

その他（純額） 1,678 1,407

有形固定資産合計 10,683 9,835

無形固定資産 296 315

投資その他の資産   

その他 3,807 4,009

貸倒引当金 △137 △133

投資その他の資産合計 3,670 3,876

固定資産合計 14,650 14,027

資産合計 37,987 37,032
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 7,846 6,855

短期借入金 5,786 4,728

1年内返済予定の長期借入金 1,333 2,302

1年内償還予定の社債 120 320

未払法人税等 530 663

賞与引当金 301 458

その他 2,253 1,721

流動負債合計 18,172 17,050

固定負債   

社債 200 270

長期借入金 793 1,532

退職給付引当金 1,226 1,029

役員退職慰労引当金 57 480

その他 2,184 1,724

固定負債合計 4,462 5,037

負債合計 22,634 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 3,964 3,358

自己株式 △186 △185

株主資本合計 14,524 13,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 194 366

土地再評価差額金 △920 △920

為替換算調整勘定 △248 △181

評価・換算差額等合計 △975 △735

少数株主持分 1,803 1,759

純資産合計 15,353 14,943

負債純資産合計 37,987 37,032
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 23,258

売上原価 16,263

売上総利益 6,994

販売費及び一般管理費 4,942

営業利益 2,052

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 52

持分法による投資利益 66

雑収入 51

営業外収益合計 185

営業外費用  

支払利息 163

為替差損 68

雑支出 85

営業外費用合計 317

経常利益 1,920

特別利益  

受取保険金 36

その他 5

特別利益合計 42

特別損失  

固定資産除却損 22

投資有価証券評価損 38

特別損失合計 60

税金等調整前四半期純利益 1,901

法人税、住民税及び事業税 881

法人税等調整額 43

法人税等合計 925

少数株主利益 50

四半期純利益 925
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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……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   

 ３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、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当第３四半期連結累計期間の営業利益は113百万円減少しております。 

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 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。 

  

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) セグメント情報

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

19,921 3,336 23,258 ― 23,258

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5 126 132 (132) ―

計 19,926 3,463 23,390 (132) 23,258

営業利益 1,836 153 1,989 63 2,052

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,409 131 4,540

Ⅱ 連結売上高(百万円) 23,258

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.9 0.6 19.5

(5) 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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「参考資料」

前年同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3四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金  額

Ⅰ 売上高 24,086

Ⅱ 売上原価 16,779

   売上総利益 7,306

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,128

   営業利益 2,177

Ⅳ 営業外収益 199

Ⅴ 営業外費用 219

   経常利益 2,158

   税金等調整前四半期純利益 2,158

   税金費用 863

   少数株主利益 217

   四半期純利益 1,077
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