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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 941,427 ― 69,590 ― 64,795 ― 32,733 ―

20年3月期第3四半期 952,082 44.8 103,647 76.2 100,236 68.5 63,906 95.4

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 112.10 112.08
20年3月期第3四半期 225.76 225.58

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 1,179,913 520,352 42.8 1,728.63
20年3月期 1,213,648 563,556 45.3 1,880.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  504,569百万円 20年3月期  549,211百万円

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 ― 19.00 ― 19.00 38.00
21年3月期 ― 19.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 19.00 38.00

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  有  
 

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 1,200,000 △7.0 60,000 △53.3 52,000 △57.4 25,000 △66.8 85.64

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、５ページ【定性的情報・財務情報等】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、５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）業績見通しについては、当社が現時点で人手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なることが 
  あります。業績予想に関する事項については、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」に伴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  293,113,973株 20年3月期  293,113,973株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,224,750株 20年3月期  981,373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  291,995,066株 20年3月期第3四半期  283,065,524株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日～12月31日）における世界経済は、米国発の金融危機の影
響が世界各国に飛び火し、世界規模での景気の減速が第３四半期に入り深刻さを増してまいりました。日
米欧など先進諸国では需要の減退が進み、それに伴いこれまで外需に支えられ比較的堅調に推移していた
アジア、特に中国でも輸出の失速により、景気は減速しています。この結果、世界同時不況の様相を呈
し、景気後退局面が長期化するおそれも出てまいりました。こうした中、わが国経済も牽引役の輸出の大
幅な減少、円高・株安の同時進行、企業収益の悪化などのもとで消費・投資マインドが大きく冷え込み、
景気の後退感が鮮明となってまいりました。  
 このような事業環境のもと、当社グループの第３四半期連結累計期間の連結売上高は、需要の減少と円
高の進展による為替換算の影響により、前年同期比1.1％減の9,414億27百万円となりました。  
 利益の面では、コストダウン活動や経費・固定費の削減の取り組みを推し進めましたが、原材料価格の
高騰、売上高の減少、操業度の低下などの要因により、連結営業利益は695億90百万円（前年同期比
32.9％減）、連結経常利益は647億95百万円（前年同期比35.4％減）、連結四半期純利益は327億33百万円
（前年同期比48.8％減）となりました。  
  
 主要な事業分野別の動向は次のとおりです。  
  
①空調・冷凍機事業   
 国内住宅用空調機器では、ルームエアコンの業界需要は、７月から９月のシーズン 盛期に天候に恵ま
れたことにより、第２四半期連結累計期間では前年同期を上回りましたが、第３四半期は前年割れが続き
ました。その中で当社グループは、静音性に優れたフィルター自動清掃機能を搭載し、「２０１０年の省
エネ基準」をクリアした高付加価値商品『うるるとさらら』を中心とした販促展開により、販売台数、売
上高ともに前年同期に比べ増加しました。  
 国内業務用空調機器では、パッケージエアコンの業界需要は、７月から８月中旬までは猛暑影響により
前年同期並みで推移しましたが、それ以降、景気先行きの不透明感からの設備投資の抑制や新築需要の低
迷などにより下降傾向を辿りました。その中で、当社グループは、需要の６割を占める更新需要の獲得を
狙い、業界初の自動清掃機能付き『クリーンＺＥＡＳ－Ｑ』や既設の冷媒配管をそのまま使用できる『ビ
ル用マルチⅤｅ－ｕｐＱ』を中心に、販売店様と共にユーザー様の買換え費用やメンテナンス費用の削減
提案、また経費削減につながる省エネ提案などにより、新築需要の低迷分の挽回を図りましたが、販売台
数、売上高は前年同期に比べわずかながら減少しました。  
 海外では、2008年9月のリーマン・ショックに端を発する全世界的な金融危機および景気後退の波を受
け、各地域で需要が減退したほか、ユーロ、米ドルをはじめとする各国通貨が下落し円高が進行しまし
た。それに伴い、海外空調事業全体の売上高は第２四半期連結累計期間では前年同期を上回りましたが、
第３四半期および第３四半期連結累計期間では、前年同期に比べ減少しました。  
 主要市場の欧州地域では、売上高は前年同期を下回りました。西欧主要国の需要が前年の７割以下とい
う状況で、当社グループは需要が減少してもシェア拡大をめざすとともに、天候に左右されにくい業務用
の拡販に注力しました。また中長期的な成長が見込める中・東欧、ロシア等での販売や、暖房など新事業
の拡大を図りました。欧州地域での住宅用の販売台数は第１四半期、第２四半期に続き、第３四半期も前
年同期を下回りました。業務用の販売台数は第１四半期、第２四半期は前年同期を上回りましたが、景気
後退、金融危機が深刻化した第３四半期は前年同期を下回りました。  
 中国地域では、北京五輪を境に、景気後退や不動産市況悪化が顕著となりましたが、売上高は前年同期
に比べ増加しました。当社グループは大都市から地方への販路拡大を進めるとともに、当社が得意とする
マルチエアコンを、ビルから住宅に至るまできめ細やかな営業を行うことにより拡販に努めました。中国
地域の第１四半期、第２四半期の販売台数は、住宅用、業務用とも前年同期を大幅に上回りましたが、第
３四半期は前年同期をわずかに上回るにとどまりました。  
 東南アジア・オセアニア地域では、豪州での販売台数は、景気後退により前年同期を下回りましたが、
タイ、マレーシアでは前年同期を上回りました。アメリカ地域では住宅・建築市況低迷の中、ほぼ前年同
期並みの販売台数を維持しました。  
 新興国での拡販は、第３四半期で景気後退が波及し減速がみられたものの、着実に進みました。各地販
売会社の拡販活動が奏功し、中・東欧、ロシア、中東、インドでの売上高は前年同期を上回りました。ま
た、新事業として成長が期待される暖房事業では、販路拡大のため欧州で暖房専業のロテックス社を買収
しました。主力商品のヒートポンプ暖房機『アルテルマ』の販売台数は前年同期比４倍超と大幅な伸びを
達成しました。  
 低温・冷凍機器では、世界的に拡大基調であった海上輸送需要がほぼ前年並みにとどまる中、主として
欧州での販売不振により、売上高、営業利益は前年同期に比べ減少しました。  
 空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同期比1.4％減の8,295億38百万円、営業利益は前年同期比
28.1％減の712億82百万円となりました。 
  
  

【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
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②化学事業  
 フッ素樹脂は、第２四半期連結累計期間は米国LAN市場向けの販売が前年同期に比べ増加したものの、
第３四半期に入っての景気の悪化に伴った在庫調整を含む急激な需要の減退により、半導体・自動車市場
向けを中心に販売が減少し、売上高は前年同期並となりました。  
 化成品は、液晶関連のファインケミカル製品の販売や、撥水・撥油剤の中国・アジア市場向けの販売が
堅調に推移しましたが、米国での撥水・撥油剤の需要減により、売上高は前年同期並となりました。  
 フルオロカーボンガスは、中国・アジアでの販売が好調に推移したことにより、売上高は前年同期に比
べ増加しました。  
 化学事業全体の売上高は、前年同期並みの836億82百万円となりました。損益面では、為替の円高影
響、原材料の市況高騰の影響などにより、10億48百万円の営業損失となりました。  
  
③その他事業  
 産業機械用油圧機器は、第３四半期に入り、国内の主力の需要先である工作機械分野の需要が減少し、
また輸出も低迷しましたが、国内市場において需要が比較的堅調な一般産機分野での拡販に努めたこと、
また台湾向けを中心に、インバータ駆動油圧ユニットなどの差別化商品の輸出増加をはじめ、第２四半期
まで堅調に推移していた需要分野での拡販努力により、売上高は前年同期に比べ増加しました。建機・車
両用油圧機器は、主要顧客の海外向け需要増により、売上高は前年同期に比べ増加しました。  
 特機部門では、防衛省向け砲弾及び誘導弾用弾頭の納入が堅調に推移し、売上高は前年同期並みとなり
ました。  
 その他事業全体では、売上高は前年同期比4.9％増の282億6百万円となり、6億43百万円の営業損失とな
りました。 
  

（注）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用していますが、連結経営成績に 
      関する定性的情報においては、前年同期との増減率を、参考として記載しています。 

総資産は、1兆1,799億13百万円となり、前期末に比べて337億34百万円減少しました。流動資産は、た
な卸資産等の増加の一方、売上債権の減少により、前期末比215億29百万円減少の5,926億60百万円となり
ました。固定資産は、空調・冷凍機事業の海外生産拠点での設備投資等の増加の一方、投資有価証券の時
価変動等による減少により、前期末比122億5百万円減少の5,872億53百万円となりました。  
  負債は、借入金、コマーシャル・ペーパーの増加等により前期末比94億69百万円増加の6,595億61百万
円となり、有利子負債比率は、前期末29.4％から、35.0％となりました。  
  純資産は、四半期純利益の計上による増加はありましたが、円高影響による為替換算調整勘定の変動及
びその他有価証券評価差額金の変動により、前期末比432億3百万円減少の5,203億52百万円となりまし
た。  
  当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、税金等調整前四半期純利
益の計上等により、223億59百万円のキャッシュの増加となりました。投資活動では、固定資産の取得等
により、714億99百万円のキャッシュの減少となりました。財務活動では、借入金の増加等により447億52
百万円のキャッシュの増加となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間の
期末残高は、968億15百万円となりました。  

  

第３四半期以降、全世界的に景気が急速かつ急激に悪化し、全事業で売上が減少しております。特に欧
州を中心としたグロ－バル空調事業、半導体・自動車関連を中心としたフッ素化学事業での販売数量が大
幅に減少しております。第４四半期においても同様の厳しい状況が見込まれることから、平成20年11月6
日に公表した通期の業績見通しを修正いたします。  
  引き続き、投資の抑制、固定費削減、外部流出費用の徹底抑制などトータルコストダウンの推進、部品
調達コストの削減、国際調達拡大による円高メリットの極大化、欧州での暖房商品など好調な商品・地
域・分野での一層の拡販などの施策を実行し、短期利益の徹底確保及び計画達成へ向けて邁進してまいり
ます。  
  
平成21年3月期の業績予想数値の修正  
（平成20年4月1日～平成21年3月31日）              (単位：百万円）  

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

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 前回発表予想（A） 1,300,000 105,000 100,000 61,000

 今回発表予想（B） 1,200,000 60,000 52,000 25,000

 増減額（B-A) △100,000 △45,000 △48,000 △36,000

 増減率（％） △7.7% △42.9% △48.0% △59.0%

 前期実績 1,290,893 128,496 122,106 75,223
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 なお、第４四半期の為替レートについては、１ユーロ115円、１米ドル90円を前提にしております。通
期平均では、１ユーロ142円、１米ドル100円にそれぞれ変更しております。  
  業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下のとおり
です。 
  
・主要市場（日本、欧米、中国含むアジア）での政治・経済状況および製品需給の急激な変動  
・天候不順に伴う空調需要の変動  
・為替相場の大幅な変動(特にユーロ、米ドル相場)  
・重大な品質・生産トラブル  
・保有する有価証券、その他資産の時価の変動  
  

  

  

① 棚卸資産の評価方法 
   当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、原則として実地棚卸を省略し、第 
  ２四半期連結会計期間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 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ついては、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分し 
    て算定する方法によっております。  
 ③ 税金費用の計算方法 
      当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税金等調整前四半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 
    じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示して 
    おります。  
  

① 第１四半期連結会計期間から「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会平   
  成19年3月14日 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」  
  (企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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 第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会   
  平成18年7月5日 企業会計基準第9号）を適用し、国内会社の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。これにより、従来の 
  方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間における営業利益、経常利益及び税金等 
  調整前四半期純利益がそれぞれ1,811百万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。  
 ③ 第１四半期連結会計期間から、「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」（企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）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、従来の方法によった場合に比べ、概算  
  額として当第３四半期連結累計期間における営業利益が1,485百万円、経常利益及び税金等調  
  整前四半期純利益が344百万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」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 終改正平成19 
  年3月30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計 
  基準委員会 平成6年1月18日 終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を 
  第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会 
  計処理に変更し、リース資産として計上しております。 また、リース資産の減価償却の方法 
  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。これにより当第３四半期 
  連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  
  

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) 
  該当する事項はありません。

(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

(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 97,737 111,656 

受取手形及び売掛金 197,961 226,932 

商品及び製品 163,452 147,315 

仕掛品 55,491 53,640 

原材料及び貯蔵品 37,901 38,421 

その他 45,552 41,676 

貸倒引当金 △5,435 △5,452 

流動資産合計 592,660 614,189 

固定資産   

有形固定資産 247,362 243,142 

無形固定資産   

のれん 195,195 200,733 

その他 9,651 7,125 

無形固定資産合計 204,847 207,859 

投資その他の資産   

投資有価証券 96,077 121,254 

その他 40,074 28,186 

貸倒引当金 △1,108 △984 

投資その他の資産合計 135,043 148,457 

固定資産合計 587,253 599,458 

資産合計 1,179,913 1,213,648 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 105,097 128,198 

短期借入金 84,085 73,950 

コマーシャル・ペーパー 104,000 58,000 

1年内償還予定の社債 20,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 5,753 8,810 

未払法人税等 7,966 13,531 

製品保証引当金 18,034 18,953 

その他 105,230 111,576 

流動負債合計 450,166 413,021 

固定負債   

社債 － 20,000 

長期借入金 196,180 196,166 

退職給付引当金 4,815 4,291 

その他 8,398 16,612 

固定負債合計 209,394 237,070 

負債合計 659,561 650,091 



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 85,032 85,032 

資本剰余金 82,977 82,977 

利益剰余金 381,399 355,069 

自己株式 △4,743 △3,500 

株主資本合計 544,665 519,578 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,656 10,101 

繰延ヘッジ損益 238 371 

為替換算調整勘定 △29,678 19,159 

評価・換算差額等合計 △40,096 29,632 

新株予約権 764 521 

少数株主持分 15,019 13,823 

純資産合計 520,352 563,556 

負債純資産合計 1,179,913 1,213,648 



(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 941,427

売上原価 640,080

売上総利益 301,346

販売費及び一般管理費 231,756

営業利益 69,590

営業外収益  

受取利息 1,748

受取配当金 2,185

その他 3,598

営業外収益合計 7,532

営業外費用  

支払利息 5,340

為替差損 4,299

その他 2,687

営業外費用合計 12,327

経常利益 64,795

特別利益  

投資有価証券売却益 2

特別利益合計 2

特別損失  

固定資産処分損 590

投資有価証券評価損 3,514

特別損失合計 4,105

税金等調整前四半期純利益 60,692

法人税等 25,415

少数株主利益 2,543

四半期純利益 32,733



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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 60,692

減価償却費 33,201

のれん償却額 9,259

貸倒引当金の増減額（△は減少） 970

受取利息及び受取配当金 △3,934

支払利息 5,340

持分法による投資損益（△は益） △648

有形固定資産処分損益（△は益） 590

投資有価証券売却損益（△は益） △2

投資有価証券評価損益（△は益） 3,514

売上債権の増減額（△は増加） 8,518

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,253

仕入債務の増減額（△は減少） △10,439

退職給付引当金の増減額（△は減少） 639

前払年金費用の増減額（△は増加） △55

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減
少）

△3,391

その他 △11,155

小計 52,848

利息及び配当金の受取額 3,938

利息の支払額 △6,244

法人税等の支払額 △28,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,359

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 △47,057

有形固定資産の売却による収入 227

投資有価証券の取得による支出 △11,659

投資有価証券の売却による収入 4

事業譲受による支出 △731

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△8,274

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得によ
る支出

△510

その他 △3,498

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,499

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（△は減少） 60,905

長期借入れによる収入 10,093

長期借入金の返済による支出 △11,456

配当金の支払額 △11,096

少数株主への配当金の支払額 △1,652

その他 △2,041

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,668

現金及び現金同等物の期首残高 110,483

現金及び現金同等物の四半期末残高 96,815



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）  

 
（注）1 事業の区分は、製品の種類、製造方法及び販売方法の類似性を勘案して決定しております。 
      2 各事業に含まれている主要な製品の名称 
      (1) 空調・冷凍機事業・・住宅用空調機器、業務用空調・冷凍機器、舶用空調・冷凍機器、  
                                 電子システム  
      (2) 化学事業・・・・・・フルオロカーボンガス、フッ素樹脂、化成品、化工機 
      (3) その他事業・・・・・産業機械用油圧機器・装置、建機・車両用油圧機器、 
                            集中潤滑機器・装置、砲弾・誘導弾用弾頭、航空機部品  
      3 会計処理方法の変更    
      (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（3）②に記載のとおり、国内会社については、第１四 
          半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平 
          成18年7月5日 企業会計基準第9号）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。これにより、従来の方法に 
          よった場合に比べ、第３四半期連結累計期間における営業利益は空調・冷凍機事業が782百 
          万円減少し、営業損失は化学事業が876百万円、その他の事業が153百万円それぞれ増加し 
          ております。  
        (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（3）③に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から 
         「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」（企業会計基準 
          委員会平成18年5月17日 実務対応報告第18号）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、従来の方法によった場合に比べ、概算額として第３四半期連結累 
          計期間における営業利益は空調・冷凍機事業が1,418百万円減少し、営業損失は化学事業が 
          67百万円増加しております。  
  
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

空調・冷 
凍機事業 
(百万円)

化学事業
(百万円)

その他事業
(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

829,538 83,682 28,206 941,427 ― 941,427

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

375 3,827 12 4,214 (4,214) ―

計 829,914 87,509 28,218 945,642 (4,214) 941,427

 営業利益又は損失(△) 71,282 △1,048 △643 69,589 0 69,590
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【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、連結会社が所在する地域によっております。  
     2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  
      (1)アジア・オセアニア：タイ、シンガポール、中国、香港、オーストラリア、インド、 
                               マレーシア  
      (2)ヨーロッパ       ：ベルギー、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、 
                               イギリス、ギリシャ、ポルトガル、チェコ、スウェーデン  
      (3)アメリカ     ：米国、アルゼンチン、メキシコ、カナダ  
      (4)その他の地域      ：南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦  
     3 会計処理方法の変更    
      (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（3）②に記載のとおり、国内会社については、第１四 
          半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平 
          成18年7月5日 企業会計基準第9号）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。これにより、従来の方法に 
          よった場合に比べ、第３四半期連結累計期間における「国内」の営業利益は1,811百万円減 
          少しております。  
      (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（3）③に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から 
         「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」（企業会計基準 
          委員会  平成18年5月17日 実務対応報告第18号）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、従来の方法によった場合に比べ、概算額として第３四半期連 
          結累計期間における営業利益はアジア・オセアニアが175百万円、ヨーロッパが1,267百万 
          円それぞれ減少し、営業損失はアメリカが42百万円増加しております。  
  
【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、主要な販売先の所在する地域によっております。 
     2 各区分に属する主な国又は地域  
      (1)アジア・オセアニア：タイ、シンガポール、中国、香港、台湾、インドネシア、 
                オーストラリア、インド、マレーシア 
        (2)ヨーロッパ        ：ベルギー、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、 
                               イギリス、ギリシャ、ポルトガル、ロシア、スウェーデン  
      (3)アメリカ          ：米国、アルゼンチン、メキシコ、カナダ  
      (4)その他の地域      ：中近東地域、アフリカ地域  
  

該当事項はありません。 

  

国内 
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(百万円)

その他
の地域 
(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

364,937 225,794 244,241 95,842 10,611 941,427 ― 941,427

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

93,508 73,275 6,088 7,534 443 180,849 (180,849) ―

計 458,445 299,070 250,329 103,376 11,055 1,122,277 (180,849) 941,427

  営業利益又は損失(△) 13,206 28,409 22,588 △1,659 398 62,944 6,646 69,590

アジア・ 
オセアニア

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 240,480 230,585 102,440 27,781 601,287

Ⅱ 連結売上高(百万円) 941,427

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.5 24.5 10.9 3.0 63.9

(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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(１）（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

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)

科  目 金  額（百万円）

売上高 952,082

売上原価 618,564

売上総利益 333,517

販売費及び一般管理費 229,870

営業利益 103,647

営業外収益 ( 7,214 )

 受取利息及び配当金 3,502

 その他 3,711

営業外費用 (10,625 )

 支払利息 7,425

 その他 3,199

経常利益 100,236

特別利益 (    14 )

特別損失 (   699 )

税金等調整前四半期純利益 99,551

法人税、住民税及び事業税 33,122

少数株主利益 2,523

四半期純利益 63,906
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（２）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

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)

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 99,551

 減価償却費 29,740

 のれん償却額 8,780

 売上債権の減少(△増加)額 8,720

 たな卸資産の増加額 △36,294

 仕入債務の増加(△減少)額 △8,569

 法人税等の支払額 △33,964

 その他 △3,420

 営業活動によるキャッシュ・フロー 64,543

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 △33,964

 その他 △11,787

 投資活動によるキャッシュ・フロー △45,752

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

 借入金の増減額 △95,641

 株式の発行による収入 113,314

 その他 △12,247

 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,425

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 1,801

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 26,018

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 82,658

Ⅶ現金及び現金同等物の四半期末残高 108,677
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（３）セグメント情報 
  
【事業の種類別セグメント情報】 

  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） 

 
  

【所在地別セグメント情報】 
  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） 

 
  

【海外売上高】 
  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）               

空調・冷 
凍機事業 
(百万円)

化学事業
(百万円)

その他事業
(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

841,511 83,693 26,877 952,082 ― 952,082

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

329 3,933 16 4,279 (4,279) ―

計 841,840 87,627 26,894 956,362 (4,279) 952,082

  営業利益又は損失(△) 99,186 4,629 △225 103,590 56 103,647

国内
(百万円)

アジア・ 
オセアニア 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(百万円)

その他
の地域 
(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

360,351 215,155 272,687 97,392 6,495 952,082 ― 952,082

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

114,838 80,720 4,925 6,158 △ 16 206,626 （206,626） ―

計 475,190 295,875 277,613 103,550 6,479 1,158,709 （206,626） 952,082

   営業利益 36,977 32,418 36,801 2,138 295 108,632 △4,985 103,647

アジア・ 
オセアニア

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 228,919 264,313 102,646 21,081 616,960

Ⅱ 連結売上高(百万円) 952,082

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.0 27.8 10.8 2.2 64.8
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