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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 27,588 △11.8 1,967 △35.0 1,905 △36.4 1,012 △49.2
21年3月期 31,270 △6.0 3,026 △9.2 2,993 △5.6 1,993 21.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 38.26 ― 6.9 5.4 7.1
21年3月期 74.74 74.74 14.5 8.3 9.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  44百万円 21年3月期  93百万円

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

22年3月期 35,386 16,768 42.6 580.62
21年3月期 35,435 15,855 40.4 537.44

（参考） 自己資本   22年3月期  15,074百万円 21年3月期  14,333百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 1,778 △1,410 △383 3,972
21年3月期 4,034 △1,764 △2,407 3,985

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.00 ― 8.00 12.00 320 16.1 2.3
22年3月期 ― 4.00 ― 8.00 12.00 314 31.4 2.1
23年3月期 

（予想）
― 4.00 ― 8.00 12.00 23.1

3.  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）

 

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

13,000 8.8 700 29.8 680 43.5 450 73.4 17.33

通期 30,000 8.7 2,150 9.3 2,100 10.2 1,350 33.3 52.00

－ 1 －



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、28ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 27,212,263株 21年3月期 27,212,263株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,248,877株 21年3月期  542,927株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 17,835 △14.0 459 △69.4 648 △66.6 323 △69.6
21年3月期 20,748 △0.8 1,501 6.5 1,940 12.8 1,063 △3.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 12.21 ―
21年3月期 39.86 39.85

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

22年3月期 26,198 13,883 53.0 534.72
21年3月期 25,267 13,914 55.1 521.74

（参考） 自己資本 22年3月期  13,883百万円 21年3月期  13,914百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。業績予想に関する事項については、3ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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 
累計期間 8,300 6.3 250 469.8 300 159.5 200 89.7 7.70

通期 19,000 6.5 750 63.4 900 38.7 500 54.7 19.26

－ 2 －



（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、景気に持ち直しの動きが見られるものの、その自律性は弱

く、海外景気の下振れ懸念等がなお存在することから、予断の許されない状況で推移いたしました。当

業界におきましても、主として企業収益の悪化に伴う設備投資の抑制により、非常に厳しい事業環境で

推移いたしました。  

 こうしたなか、当社グループでは、新技術研究所「SINKOテクニカルセンター」の完成を機に一段と

省エネルギー製品の開発・改良に注力し、省エネ性能に優れた製品の拡販に積極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＞ 

 厳しい事業環境のなか、大型建設プロジェクト・研究開発施設・中小型案件の受注獲得に努めてまい

りましたが、設備投資の抑制による需要減少や納期延長の影響により、売上高は23,251百万円（前連結

会計年度比13.9%減）、営業利益は1,637百万円（前連結会計年度比37.3%減）となりました。 

  

＜ア ジ ア＞ 

 アジア地域におきましては、主として中国における景気拡大に支えられ、売上高は4,526百万円（前

連結会計年度比2.4%増）と堅調に推移したものの、利益面におきましては競争激化による販売価格低下

等により、営業利益は236百万円（前連結会計年度比31.6%減）となりました。 

  

 この結果、当社グループの売上高は27,588百万円（前連結会計年度比11.8%減）となりました。ま

た、利益面におきましては、営業利益は1,967百万円（前連結会計年度比35.0%減）、経常利益は1,905

百万円（前連結会計年度比36.4%減）、税金等調整前当期純利益は1,857百万円（前連結会計年度比

38.8%減）、当期純利益は1,012百万円（前連結会計年度比49.2%減）となりました。 

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、景気の持ち直し傾向の持続が期待されるものの、設備投資は当面低水

準で推移すると見込まれるほか、原材料価格高騰などの要因もあり、当社グループを取り巻く事業環境

は一層厳しい状況が続くと予想されます。 

  こうしたなか、当社グループといたしましては、製造から販売にいたるコスト見直しによる収益管理

に努めるとともに、引き続き省エネルギー製品の開発およびリニューアル物件などへの拡販を積極的に

進めてまいります。 

  これらにより、次期の連結業績見通しは次のとおりであります。 

 
  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

売上高 30,000 百万円

営業利益 2,150 百万円

経常利益 2,100 百万円

当期純利益 1,350 百万円
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（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

1.資産、負債及び純資産の状況 

(資 産) 

 当連結会計年度末の総資産は35,386百万円となり、前連結会計年度末に比べ48百万円減少となりまし

た。 

 流動資産は20,753百万円となり、前連結会計年度末に比べ406百万円減少となりました。これは主に

売上債権が14,255百万円となり、前連結会計年度末に比べ512百万円減少したこと及びたな卸資産が

1,655百万円となり、前連結会計年度末に比べ208百万円減少したこと並びに現金及び預金が4,372百万

円となり、前連結会計年度末に比べ237百万円増加したことによるものであります。 

 固定資産は14,633百万円となり、前連結会計年度末に比べ358百万円増加となりました。これは主

に、設備投資により有形固定資産及び無形固定資産が11,432百万円となり、前連結会計年度末に比べ

371百万円増加したこと及び株価上昇により投資有価証券等が増加したことによるものであります。 

  

(負 債) 

 負債は18,618百万円となり、前連結会計年度末に比べ961百万円減少となりました。これは主に、未

払法人税等が209百万円となり、前連結会計年度末に比べ716百万円減少したことによるものでありま

す。 

  

(純資産) 

 純資産は16,768百万円となり、前連結会計年度末に比べ912百万円増加となりました。これは主に、

当期純利益1,012百万円の計上、その他有価証券評価差額金247百万円の増加及び自己株式の取得による

225百万円の減少によるものであります。 

  

2.キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ12百万円減少し、当連結会計年度末には3,972百万円（前連結会計年度比0.3％減）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における営業活動による資金の増加は1,778百万円(前連結会計年度比2,256百万円収

入の減少)となりました。増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益1,857百万円(前連結会計年度比

1,179百万円収入の減少)によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動による資金の減少は1,410百万円(前連結会計年度比354百万円支出

の減少)となりました。減少の主な要因は、有形固定資産の取得によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  当連結会計年度における財務活動による資金の減少は383百万円(前連結会計年度比2,024百万円支出

の減少)となりました。減少の主な要因は、配当金の支払及び自己株式の取得によるものであります。 

  

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 
  

当社は財務体質の強化および業容拡充を図る一方、株主各位に対して安定配当を維持することを基本

とし、業績動向を勘案しつつ積極的な利益還元を行っていく所存であります。また、内部留保金につき

ましては、長期的な視野に立ち、経営体質の強化ならびに将来の事業展開に活用してまいります。 

 この方針のもと、当期の期末配当金につきましては、前期同様の１株につき８円とし、中間配当金４

円と合わせて年間12円の配当を予定しております。また、次期の配当金につきましても、基本方針に基

づき当期と同額の１株当たり12円の年間配当を予定しております。 

  

  

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率(％) 29.0 31.0 35.6 40.4 42.6

時価ベースの自己資本比率(％) 36.4 31.5 39.2 16.3 25.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

5.1 2.9 4.9 1.8 4.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

10.3 19.3 8.6 20.9 11.7

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

１ 各指標は、いずれも連結ベースでの財務数値により算出しております。

２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して
おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を
対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し
ております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社と連結子会社９社及び持分法適用関連会社３社、他１社で構成されており、空気

調和機、ファンコイルユニット等の製造販売及び関連工事等の「空調機器製造販売事業」を営んでおりま

す。  

  

 事業系統図は、下記のとおりであります。（矢印は販売経路等を示しています。）  

  

 

  

2. 企業集団の状況
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当社グループは「豊かな創造力と誇れる品質」を経営理念とし、その実現に向け、顧客をはじめ社員

や社会に対し「信頼と満足」を普遍的に提供することを 大限努力いたします。 

  

当社グループは「業務用空調機のトップメーカー」として業界をリードしてまいりました。今後とも

この地位を確保し、さらに飛躍させるために、中長期的な経営戦略を次の項目としております。 

① 内外市場への積極的展開 

国内市場の優位性を一段と高めるため、新製品開発力を強化し、環境に適合した高品質製品をタイ

ムリーに提供いたします。また、これまでの豊富な納入実績を活かしてリニューアル市場案件を確実

に取り込んでまいります。 

  国際事業戦略としては上海を拠点とした中国市場へのシェア拡大を図るとともに、特に今後成長が

見込まれるアジア地域の新興市場において、現地のニーズに対応した新製品開発を行い、 適かつ積

極的な営業展開を図ってまいります。 

② 差別化製品の開発 

当社グループでは事業活動と地球環境の調和を目指して全社員が環境問題に積極的に取り組むこと

としており、「省エネルギー・CO2削減」の社会的要請に基づいた新製品の開発・改良に努め「環境保

全」に貢献してまいります。 

  また、価値ある新しい製品生むことなくして企業の将来はありません。今後とも確たるテーマをも

とに新製品を生む「研究開発」に力を注いでまいります。 

③ トータルコストダウンの促進 

経営環境に左右されない利益体質の企業をめざして、受注から設計・製造までの「基幹システム再

構築」を通じ、さらなる業務効率向上に努め、固定費・変動費の削減、一人ひとりが無駄を排除する

等の諸施策を推進してまいります。 

  

当社グループは市場環境の変化を的確に把握し、ユーザーニーズに合致した製品の開発に注力するこ

とを経営の 重要課題としております。平成22年4月改正省エネ法が施行される等、省エネルギーに対

する社会的要請が高まるなか、省エネルギー製品の開発・改良に引き続き注力し、新規物件のほか、省

エネ空調への更新需要などリニューアル物件への拡販も推進してまいります。 

  販売促進体制についても機動的に組み換え、変化に順応した組織体制を維持し、また、トータルコス

トの低減による利益率の向上を図るなど、経営基盤強化に努めてまいります。 

  海外においては、各地域の需要に応じた製造・販売体制の構築を行い、業容拡大に努めてまいりま

す。 

  また、社会から信頼される企業であり続けるために、企業倫理の重要性を認識するとともに、法令順

守を企業存続の要諦と捉え、さらなる社内体制の充実・整備を進めてまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,135 4,372

受取手形及び売掛金 14,767 14,255

商品及び製品 617 592

仕掛品 457 366

原材料 789 696

繰延税金資産 356 177

その他 451 752

貸倒引当金 △415 △461

流動資産合計 21,159 20,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,948 11,834

減価償却累計額 △6,863 △7,005

建物及び構築物（純額） 4,085 4,829

機械装置及び運搬具 4,266 4,352

減価償却累計額 △3,559 △3,616

機械装置及び運搬具（純額） 707 736

工具、器具及び備品 2,071 2,203

減価償却累計額 △1,659 △1,693

工具、器具及び備品（純額） 411 509

土地 4,900 4,911

建設仮勘定 697 30

有形固定資産合計 10,801 11,017

無形固定資産

ソフトウエア 43 28

その他 216 386

無形固定資産合計 259 415

投資その他の資産

投資有価証券 2,039 2,374

繰延税金資産 14 31

その他 1,297 879

貸倒引当金 △137 △85

投資その他の資産合計 3,213 3,201

固定資産合計 14,275 14,633

資産合計 35,435 35,386
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,269 6,242

短期借入金 5,012 4,374

1年内返済予定の長期借入金 912 519

1年内償還予定の社債 120 100

未払法人税等 926 209

未払消費税等 140 77

繰延税金負債 23 47

賞与引当金 453 438

その他 1,674 1,347

流動負債合計 15,532 13,356

固定負債

社債 150 50

長期借入金 967 2,294

繰延税金負債 45 153

再評価に係る繰延税金負債 1,142 1,142

退職給付引当金 1,261 1,176

役員退職慰労引当金 58 67

長期未払金 422 377

固定負債合計 4,047 5,261

負債合計 19,579 18,618

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 5,032 5,725

自己株式 △186 △412

株主資本合計 15,592 16,059

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2 249

土地再評価差額金 △920 △920

為替換算調整勘定 △340 △312

評価・換算差額等合計 △1,258 △984

少数株主持分 1,522 1,693

純資産合計 15,855 16,768

負債純資産合計 35,435 35,386
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 31,270 27,588

売上原価 21,815 19,335

売上総利益 9,454 8,253

販売費及び一般管理費 6,427 6,285

営業利益 3,026 1,967

営業外収益

受取利息 17 9

受取配当金 53 51

持分法による投資利益 93 44

業務受託料 40 －

受取保険金及び配当金 － 31

助成金収入 37 －

雑収入 53 86

営業外収益合計 294 222

営業外費用

支払利息 192 155

為替差損 34 －

雑支出 100 129

営業外費用合計 327 285

経常利益 2,993 1,905

特別利益

貸倒引当金戻入額 49 －

補助金収入 － 36

受取保険金 36 －

特別利益合計 85 36

特別損失

固定資産除却損 32 －

投資有価証券評価損 10 84

特別損失合計 42 84

税金等調整前当期純利益 3,036 1,857

法人税、住民税及び事業税 1,355 518

法人税等調整額 △538 172

法人税等合計 816 691

少数株主利益 226 152

当期純利益 1,993 1,012
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,822 5,822

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,822 5,822

資本剰余金

前期末残高 4,924 4,924

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 4,924 4,924

利益剰余金

前期末残高 3,358 5,032

当期変動額

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,993 1,012

当期変動額合計 1,673 692

当期末残高 5,032 5,725

自己株式

前期末残高 △185 △186

当期変動額

自己株式の処分 2 －

自己株式の取得 △4 △225

当期変動額合計 △1 △225

当期末残高 △186 △412

株主資本合計

前期末残高 13,920 15,592

当期変動額

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,993 1,012

自己株式の処分 2 －

自己株式の取得 △4 △225

当期変動額合計 1,671 467

当期末残高 15,592 16,059
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 366 2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△364 247

当期変動額合計 △364 247

当期末残高 2 249

土地再評価差額金

前期末残高 △920 △920

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △920 △920

為替換算調整勘定

前期末残高 △181 △340

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△158 27

当期変動額合計 △158 27

当期末残高 △340 △312

評価・換算差額等合計

前期末残高 △735 △1,258

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△523 274

当期変動額合計 △523 274

当期末残高 △1,258 △984

少数株主持分

前期末残高 1,759 1,522

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △236 171

当期変動額合計 △236 171

当期末残高 1,522 1,693

純資産合計

前期末残高 14,943 15,855

当期変動額

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,993 1,012

自己株式の処分 2 －

自己株式の取得 △4 △225

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △760 445

当期変動額合計 911 912

当期末残高 15,855 16,768
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 3,036 1,857

減価償却費 704 732

引当金の増減額（△は減少） △281 △100

受取利息及び受取配当金 △70 △60

支払利息 192 155

為替差損益（△は益） 1 5

投資有価証券評価損益（△は益） － 84

固定資産除却損 32 －

売上債権の増減額（△は増加） 980 544

たな卸資産の増減額（△は増加） 359 214

仕入債務の増減額（△は減少） △422 △38

未払消費税等の増減額（△は減少） 22 △63

その他 533 △21

小計 5,091 3,310

利息及び配当金の受取額 103 89

利息の支払額 △192 △151

法人税等の支払額 △966 △1,469

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,034 1,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 150

投資有価証券の取得による支出 △86 △30

投資有価証券の売却による収入 4 －

有形固定資産の取得による支出 △1,682 △1,452

有形固定資産の売却による収入 25 5

有形固定資産の除却による支出 △22 －

無形固定資産の取得による支出 △7 △94

貸付けによる支出 △11 △3

貸付金の回収による収入 17 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,764 △1,410

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） 467 △653

長期借入れによる収入 347 2,000

長期借入金の返済による支出 △2,303 △1,065

社債の償還による支出 △320 △120

自己株式の処分による収入 2 －

自己株式の取得による支出 △4 △225

配当金の支払額 △320 △319

少数株主への配当金の支払額 △276 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,407 △383

現金及び現金同等物に係る換算差額 △174 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △312 △12

現金及び現金同等物の期首残高 4,297 3,985

現金及び現金同等物の期末残高 3,985 3,972
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１  連結の範囲に関する事項
    連結子会社の数      ８社
    重要な連結子会社は「2.企業集団の状況」に記載し

ているため省略しております。

  なお、連結子会社であった新晃空調工業㈱は、当連

結会計年度において岡山新晃工業㈱を存続会社とする

吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除いて

おります。また、岡山新晃工業㈱は合併期日をもって

新晃空調工業㈱に商号変更しております。

１  連結の範囲に関する事項
    連結子会社の数      ９社
    重要な連結子会社は「2.企業集団の状況」に記載し

ているため省略しております。

  なお、新たに設立した上海新晃空調設備安装工程有

限公司は、当連結会計年度より連結の範囲に含めてお

ります。

２  持分法の適用に関する事項
  (1) 持分法適用の関連会社の数      ３社

主要な会社名 SINKO AIR CONDITIONING (HONG  
KONG) LTD.、
TAIWAN SINKO KOGYO CO.,LTD.

２  持分法の適用に関する事項
  (1)                  同左

  (2) 持分法を適用していない関連会社(㈱富士昭技研)
は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ全体としても重要性がないため持分
法の適用から除外しております。

  (2)                  同左

  (3) 持分法適用会社は、決算日が連結決算日と異なる
ため、各社の事業年度にかかる財務諸表を使用して
おります。

  (3)                  同左

３  連結子会社の事業年度等に関する事項
    連結子会社のうち、在外連結子会社(上海新晃空調

設備股份有限公司他２社)の決算日は12月31日であ
り、連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の決算
財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を行っておりま
す。

    他の連結子会社の決算日と連結決算日は一致してお
ります。

３  連結子会社の事業年度等に関する事項
    連結子会社のうち、在外連結子会社(上海新晃空調

設備股份有限公司他３社)の決算日は12月31日であ
り、連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の決算
財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を行っておりま
す。

    他の連結子会社の決算日と連結決算日は一致してお
ります。

４  会計処理基準に関する事項
  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
    ①  有価証券
        その他有価証券
          時価のあるもの……決算期末日の市場価格等

に基づく時価法
        (評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法により算定)

４  会計処理基準に関する事項
  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
    ①  有価証券

同左

          時価のないもの……移動平均法による原価法

    ②  デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
        時価法

    ②  デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
同左

    ③  たな卸資産
        当社及び国内連結子会社

原材料…主として移動平均法に基づく原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

          その他のたな卸資産…個別法に基づく原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

    ③  たな卸資産
同左

        在外連結子会社
          主として先入先出法に基づく低価法
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前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  (会計処理の変更)

  当連結会計年度より「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

公表分）を適用しております。

  なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。

―――――

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

    ①  有形固定資産

        当社及び国内連結子会社……主として定率法

        ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法を採用

しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

    ①  有形固定資産

同左

 

建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び運搬具 ２～12年

工具器具及び備品 ２～20年

        在外連結子会社……主として定額法

    ②  無形固定資産

        当社及び連結子会社……定額法

        なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。

    ②  無形固定資産

同左

  (3) 重要な引当金の計上基準

    ①  貸倒引当金

        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

  (3) 重要な引当金の計上基準

    ①  貸倒引当金

同左

    ②  賞与引当金

        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

    ②  賞与引当金

同左

    ③  退職給付引当金

        従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

        なお、会計基準変更時差異(764百万円)につい

ては、15年による均等按分額を費用処理しており

ます。

    ③  退職給付引当金

同左

    ④  役員退職慰労引当金

        一部の連結子会社については、役員の退職慰労

金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基

づく期末要支給額を計上しております。

     （追加情報）

        当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上しておりまし

たが、平成20年６月27日開催の定時株主総会終結

のときをもって役員退職慰労金制度を廃止し、当

該定時株主総会において役員退職慰労金の打ち切

り支給案が承認可決されました。これにより、当

連結会計年度において役員退職慰労引当金を取崩

し、打ち切り支給額の未払分については「長期未

払金」として表示しております。

    ④  役員退職慰労引当金
同左

―――――
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前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への 

  換算の基準

      外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負債

並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分に含めておりま

す。

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への 

  換算の基準

同左

  (5) 重要なヘッジ会計の方法

    ①  ヘッジ会計の方法

        繰延ヘッジ処理を採用しております。

        なお、為替予約については、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を、金利スワップに

ついては特例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。

  (5) 重要なヘッジ会計の方法

    ①  ヘッジ会計の方法

同左

    ②  ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建債権

金利スワップ 借入金の利息

    ②  ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

    ③  ヘッジ方針

        輸出取引により生ずる外貨建債権に係る為替変

動リスクを回避するため、先物為替個別予約を行

い、為替変動リスクをヘッジしております。ま

た、借入金の調達金利の変動リスクを回避するた

め、金利スワップ取引により、金利変動リスクを

ヘッジしております。

    ③  ヘッジ方針

同左

    ④  ヘッジ有効性評価の方法

        為替予約は振当処理の要件を満たしておりま

す。金利スワップは特例処理の要件を満たしてい

るため有効性の評価を省略しております。

    ④  ヘッジ有効性評価の方法

同左

  (6) その他

      消費税等の会計処理

      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

  (6) その他

      消費税等の会計処理

同左

５  連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

    連結子会社の資産及び負債の評価については全面時

価評価法を採用しております。

５  連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

    連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３カ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。

６  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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)

当連結会計年度より「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当期純利
益は、それぞれ141百万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。

―――――

(リース取引に関する会計基準等)
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、当連結会計年度より「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））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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権
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。

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前
当期純利益に与える影響はありません。

―――――

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表関係)
    「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日
内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会
計年度まで「たな卸資産」として掲記されていたもの
は、当連結会計年度より「商品及び製品」「仕掛品」
「原材料」に区分掲記しております。なお、前連結会
計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」
「仕掛品」「原材料」はそれぞれ857百万円、477百万
円、1,002百万円であります。

―――――

(連結損益計算書関係)
１  前連結会計年度まで営業外収益「雑収入」に含めて

表示しておりました「持分法による投資利益」(前連
結会計年度７百万円)は営業外収益の総額の100分の10
を超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること
といたしました。

(連結損益計算書関係)
１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「業務受託料」（当連結会計年度４百万円）及び「助
成金収入」（当連結会計年度17百万円）は、営業外収
益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計
年度より営業外収益「雑収入」に含めて表示しており
ます。

２  前連結会計年度において独立掲記しておりました
「受取保険金及び配当金」（当連結会計年度６百万
円）は、営業外収益の総額の100分の10以下となった
ため、当連結会計年度より営業外収益「雑収入」に含
めて表示しております。

２ 前連結会計年度まで営業外収益「雑収入」に含めて
表示しておりました「受取保険金及び配当金」(前連
結会計年度６百万円)は営業外収益の総額の100分の10
を超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること
といたしました。

――――― ３ 前連結会計年度において独立掲記しておりました
「為替差損」（当連結会計年度23百万円）は、営業外
費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会
計年度より営業外費用「雑支出」に含めて表示してお
ります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

  １  非連結子会社及び関連会社に対するものは次の 

  とおりであります。

  投資有価証券(株式) 453百万円

  １  非連結子会社及び関連会社に対するものは次の 

  とおりであります。

 投資有価証券(株式) 474百万円

 

  ２  下記の資産は借入金の担保に供しております。

  投資有価証券 86百万円

上記に対応する債務

  １年内返済予定の長期借入金 34百万円

  ２  下記の資産は借入金の担保に供しております。

 投資有価証券 89百万円

上記に対応する債務

 長期借入金 166百万円

 (１年内返済予定分66百万円を含む)

  ３  受取手形割引高 800百万円  ３ 受取手形裏書譲渡高 156百万円

  ４  土地の再評価

      当社は土地の再評価に関する法律(平成10年３月

31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上しております。

  ４  土地の再評価

同左

    ・再評価の方法

        土地の再評価に関する法律施行令第２条第４号

に定める路線価及び路線価のない土地は同条第３

号に定める固定資産税評価額にそれぞれ合理的な

調整を行い算出しております。

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額

1,517百万円

    ・再評価の方法

同左

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額

1,606百万円

  ５  コミットメントライン契約

      当社は、資金調達手段の機動性確保及び資金効率

改善を目的として、取引銀行２行とコミットメント

ライン契約を締結しております。

      当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとお

りであります。

コミットメントラインの総額 2,500百万円

借入実行残高 ―

借入未実行残高 2,500

  ５  コミットメントライン契約

同左

      当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとお

りであります。

コミットメントラインの総額 2,500百万円

借入実行残高 ―

借入未実行残高 2,500
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(注) １  普通株式の自己株式の株式数の増加８千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２  普通株式の自己株式の株式数の減少８千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

  

 
  

 
  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

  １  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は 

  次のとおりであります。

物流費 636百万円

給料賞与 2,313

賞与引当金繰入額 232

退職給付費用 357

役員退職慰労引当金繰入額 14

  １  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は 

  次のとおりであります。

物流費 614百万円

給料賞与 2,334

賞与引当金繰入額 222

退職給付費用 141

役員退職慰労引当金繰入額 12

貸倒引当金繰入額 23

  ２  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開 

  発費

312百万円

  ２  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開 

  発費

450百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日）

１  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

  普通株式 27,212 ― ― 27,212

自己株式

  普通株式 542 ８ ８ 542

２  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 213 ８ 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月７日 
取締役会

普通株式 106 ４ 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 213 利益剰余金 ８ 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加705千株は、取締役会決議による自己株式の取得700千株及び単元未満株式

の買取り５千株によるものであります。 

  

 
  

次のとおり決議を予定しております。 

 
  

  

 
  

当連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日）

１  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

  普通株式 27,212 ― ― 27,212

自己株式

  普通株式 542 705 ― 1,248

２  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 213 ８ 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月６日 
取締役会

普通株式 106 ４ 平成21年９月30日 平成21年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 207 利益剰余金 ８ 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  １  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている「現金及び預金」の金額との関

係は次のとおりであります。

現金及び預金 4,135百万円

預入期間が３カ月を超える 
定期預金

△ 150

現金及び現金同等物 3,985

  １  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている「現金及び預金」の金額との関

係は次のとおりであります。

現金及び預金 4,372百万円

預入期間が３カ月を超える 
定期預金

△ 400

現金及び現金同等物 3,972
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日) 

 
  

２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日) 

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

３  時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日) 

 
  

(リース取引関係)

(金融商品関係)

(有価証券関係)

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

  (1) 株式 1,014 1,146 132

  (2) 債券 ― ― ―

  (3) その他 ― ― ―

  小計 1,014 1,146 132

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの

  (1) 株式 485 354 △130

  (2) 債券 ― ― ―

  (3) その他 ― ― ―

  小計 485 354 △130

合計 1,499 1,501 2

その他有価証券

     非上場株式 84百万円
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当連結会計年度 

１  その他有価証券(平成22年３月31日) 

 
  

２  減損処理を行った有価証券 

投資有価証券について84百万円（その他有価証券の株式84百万円）減損処理を行っております。 

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

区分
連結貸借対照表

計上額 
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

  (1) 株式 1,490 1,102 388

  (2) 債券 ― ― ―

  (3) その他 ― ― ―

  小計 1,490 1,102 388

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの

  (1) 株式 325 345 △ 19

  (2) 債券 ― ― ―

  (3) その他 ― ― ―

  小計 325 345 △ 19

合計 1,816 1,447 369

(デリバティブ取引関係)
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当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、当社

及び国内連結子会社の一部について、適格退職年金制度及び総合設立の厚生年金基金制度を設けておりま

す。 

  

 
(注)  当社及び国内連結子会社は、対象人員が少なく年齢や勤続期間にも偏りがあり、数理計算結果に一定の高い水

準の信頼性を得ることが困難と判断して、簡便法(自己都合要支給額と責任準備金の合計額)により退職給付債

務を算定しております。 

  

 
(注)  総合設立の厚生年金基金に係るものは含まれておりません。 

  

会計基準変更時差異の処理年数      15年 

  

(1) 総合設立の厚生年金基金は、西日本冷凍空調厚生年金基金であり、要拠出額を退職給付費用として

処理しております。 

 
(2) ①制度全体の積立状況に関する事項(平成20年３月31日現在) 

 
②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
③補足説明 

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高7,085百万円及び基本金△

6,641百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15年から17年の元利均等

償却であり、連結財務諸表上、特別掛金49百万円を費用処理しております。 

なお、上記②の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しておりません。 

(退職給付関係)

前連結会計年度（自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日）

１  採用している退職給付制度の概要

２  退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △ 2,468 百万円

(2) 年金資産 907

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2)) △ 1,561

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 300

(5) 退職給付引当金((3)＋(4)) △ 1,261

３  退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用等 367 百万円

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額 50

    退職給付費用 417

４  退職給付債務の計算の基礎に関する事項

５  総合設立の厚生年金基金に関する事項

退職給付費用(会社負担掛金拠出額) 162 百万円

    年金資産の額 43,760 百万円

    年金財政計算上の給付債務の額 57,487

差引額 △ 13,726

7.6％
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当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、当社

及び国内連結子会社の一部について、適格退職年金制度及び総合設立の厚生年金基金制度を設けておりま

す。 

  

 
(注)  当社及び国内連結子会社は、対象人員が少なく年齢や勤続期間にも偏りがあり、数理計算結果に一定の高い水

準の信頼性を得ることが困難と判断して、簡便法(自己都合要支給額と責任準備金の合計額)により退職給付債

務を算定しております。 

  

 
(注)  総合設立の厚生年金基金に係るものは含まれておりません。 

  

会計基準変更時差異の処理年数      15年 

  

(1) 総合設立の厚生年金基金は、西日本冷凍空調厚生年金基金であり、要拠出額を退職給付費用として

処理しております。 

 
(2) ①制度全体の積立状況に関する事項(平成21年３月31日現在) 

 
②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
③補足説明 

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高6,851百万円及び基本金△

13,375百万円並びに資産評価調整加算額4,948百万円であります。本制度における過去勤務債務の

償却方法は期間15年から17年の元利均等償却であり、連結財務諸表上、特別掛金50百万円を費用処

理しております。 

なお、上記②の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しておりません。 

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

当連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日）

１  採用している退職給付制度の概要

２  退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △ 2,564 百万円

(2) 年金資産 1,137

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2)) △ 1,426 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 250

(5) 退職給付引当金((3)＋(4)) △ 1,176

３  退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用等 63 百万円

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額 50

    退職給付費用 114

４  退職給付債務の計算の基礎に関する事項

５  総合設立の厚生年金基金に関する事項

退職給付費用(会社負担掛金拠出額) 156 百万円

    年金資産の額 32,758 百万円

    年金財政計算上の給付債務の額 57,933

差引額 △ 25,175

7.6％

(ストック・オプション等関係)
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

  退職給付引当金 480百万円

  投資有価証券評価損等 452

  賞与引当金 178

  長期未払金 171

  貸倒引当金 32

  繰越欠損金 24

  その他有価証券評価差額金 19

  その他 244

      繰延税金資産小計 1,605

  評価性引当額 △ 1,174

      繰延税金資産合計 430

  繰延税金負債相殺 △ 59

      繰延税金資産の純額 370

(繰延税金負債)

  留保利益に係る一時差異等 △ 128

      繰延税金負債合計 △ 128

  繰延税金資産相殺  59

      繰延税金負債の純額 △ 68
 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 投資有価証券評価損等 484百万円

 退職給付引当金 461

 繰越欠損金 376

 賞与引当金 172

 長期未払金 150

 貸倒引当金 30

 その他 206

     繰延税金資産小計 1,882

 評価性引当額 △ 1,594

     繰延税金資産合計 288

 繰延税金負債相殺 △ 78

     繰延税金資産の純額 209

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金等 △ 278

     繰延税金負債合計 △ 278

 繰延税金資産相殺 78

     繰延税金負債の純額 △ 200

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

(調整)

評価性引当額 △ 1.3

海外子会社の適用税率の差異 △ 2.3

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△ 0.3

住民税均等割等 0.7

法人税法改正に伴う関係会社の留保利益
税効果の取崩

△ 11.1

その他 △ 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.9
 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

(調整)

評価性引当額 △ 1.2

海外子会社の適用税率の差異 △ 3.7

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△ 1.1

住民税均等割等 1.1

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.2

(企業結合等関係)
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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。 

  

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。 

  

 
(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  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,774百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金(定期預金)、長期投資資金(投資有価証券の一部他)等であります。 

４  「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 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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」のセグメントにおける営業利益は141百万円減少しております。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日)

当連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31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)

Ⅰ  売上高及び営業損益

    売上高

    (1) 外部顧客に      
        対する売上高

26,990 4,279 31,270 ― 31,270

    (2) セグメント間の内部 
        売上高又は振替高

6 140 146 (146) ―

計 26,996 4,420 31,416 (146) 31,270

    営業費用 24,386 4,074 28,460 (217) 28,243

    営業利益 2,610 345 2,956 70 3,026

Ⅱ 資産 27,297 5,578 32,876 2,558 35,435
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(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  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,036百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金(定期預金)、長期投資資金(投資有価証券の一部他)等であります。 

  

 
(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。 

  

 
(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。 

  

当連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31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)

Ⅰ  売上高及び営業損益

    売上高

    (1) 外部顧客に      
        対する売上高

23,239 4,348 27,588 ― 27,588

    (2) セグメント間の内部 
        売上高又は振替高

11 177 189 (189) ―

計 23,251 4,526 27,778 (189) 27,588

    営業費用 21,613 4,290 25,904 (283) 25,620

    営業利益 1,637 236 1,874 93 1,967

Ⅱ 資産 26,784 5,826 32,611 2,775 35,386

【海外売上高】

前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日)

アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 5,566 160 5,726

Ⅱ  連結売上高(百万円) 31,270

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

17.8 0.5 18.3

当連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 5,218 106 5,325

Ⅱ  連結売上高(百万円) 27,588

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

18.9 0.4 19.3
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(注)１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 537.44円

 
１株当たり純資産額 580.62円

 
１株当たり当期純利益 74.74円

 
１株当たり当期純利益 38.26円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

74.74円
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益

  当期純利益 1,993百万円 1,012百万円

  普通株主に帰属しない金額 ― ―

  普通株式に係る当期純利益 1,993百万円 1,012百万円

  普通株式の期中平均株式数 26,671千株 26,473千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

  当期純利益調整額 ― ―

  普通株式増加数 
  (うち新株予約権)

2千株
(2千株)

―
―

  希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

――― 平成17年６月29日定時株主総

会決議ストック・オプション 

  （新株予約権５個） 

    普通株式５千株

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 同左
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,706 2,414

受取手形 1,754 1,955

売掛金 8,304 7,937

製品 335 242

原材料 6 9

仕掛品 2 17

前払費用 22 32

繰延税金資産 174 100

短期貸付金 562 83

その他 240 600

貸倒引当金 △83 △111

流動資産合計 14,025 13,282

固定資産

有形固定資産

建物 5,165 6,168

減価償却累計額 △3,758 △3,905

建物（純額） 1,406 2,263

構築物 280 334

減価償却累計額 △252 △261

構築物（純額） 27 73

機械及び装置 92 64

減価償却累計額 △87 △60

機械及び装置（純額） 4 3

車両運搬具 10 12

減価償却累計額 △7 △9

車両運搬具（純額） 3 2

工具、器具及び備品 858 878

減価償却累計額 △730 △712

工具、器具及び備品（純額） 128 165

土地 4,031 5,316

建設仮勘定 628 －

有形固定資産合計 6,231 7,824
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

無形固定資産

ソフトウエア 9 12

電話加入権 0 0

無形固定資産合計 9 12

投資その他の資産

投資有価証券 1,323 1,552

関係会社株式 2,173 2,392

関係会社出資金 8 8

長期貸付金 42 35

関係会社長期貸付金 400 400

破産更生債権等 65 26

長期前払費用 4 2

生命保険積立金 596 609

長期預金 400 －

その他 126 140

貸倒引当金 △139 △89

投資その他の資産合計 5,000 5,079

固定資産合計 11,241 12,916

資産合計 25,267 26,198

負債の部

流動負債

支払手形 647 66

買掛金 3,324 4,756

短期借入金 2,655 2,645

1年内返済予定の長期借入金 686 348

未払金 14 58

未払費用 241 263

未払法人税等 568 29

未払消費税等 39 －

前受金 27 41

預り金 54 47

賞与引当金 184 184

設備関係支払手形 311 －

その他 0 16

流動負債合計 8,756 8,457
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

固定負債

長期借入金 360 1,668

繰延税金負債 － 78

再評価に係る繰延税金負債 1,142 1,142

退職給付引当金 646 566

長期未払金 422 377

その他 25 25

固定負債合計 2,596 3,858

負債合計 11,352 12,315

純資産の部

株主資本

資本金 5,822 5,822

資本剰余金

資本準備金 1,455 1,455

その他資本剰余金 3,468 3,468

資本剰余金合計 4,924 4,924

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 40 40

繰越利益剰余金 4,198 4,201

利益剰余金合計 4,238 4,241

自己株式 △186 △412

株主資本合計 14,798 14,576

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 37 227

土地再評価差額金 △920 △920

評価・換算差額等合計 △883 △692

純資産合計 13,914 13,883

負債純資産合計 25,267 26,198
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 20,748 17,835

売上原価

製品期首たな卸高 403 335

当期製品製造原価 15,289 13,655

合計 15,692 13,990

製品期末たな卸高 335 242

売上原価合計 15,356 13,748

売上総利益 5,392 4,087

販売費及び一般管理費 3,891 3,628

営業利益 1,501 459

営業外収益

受取利息 18 20

受取配当金 288 70

受取賃貸料 123 131

受取ロイヤリティー 73 81

雑収入 92 56

営業外収益合計 596 359

営業外費用

支払利息 69 63

為替差損 32 29

雑支出 54 76

営業外費用合計 156 169

経常利益 1,940 648

特別利益

貸倒引当金戻入額 20 －

特別利益合計 20 －

特別損失

固定資産除却損 32 －

投資有価証券評価損 10 84

関係会社株式評価損 28 21

特別損失合計 71 105

税引前当期純利益 1,889 543

法人税、住民税及び事業税 843 174

法人税等調整額 △17 46

法人税等合計 826 220

当期純利益 1,063 323
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,822 5,822

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,822 5,822

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,455 1,455

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,455 1,455

その他資本剰余金

前期末残高 3,468 3,468

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 3,468 3,468

資本剰余金合計

前期末残高 4,924 4,924

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 4,924 4,924

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 40 40

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 40 40

繰越利益剰余金

前期末残高 3,455 4,198

当期変動額

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,063 323

当期変動額合計 742 3

当期末残高 4,198 4,201

利益剰余金合計

前期末残高 3,495 4,238

当期変動額

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,063 323

当期変動額合計 742 3

当期末残高 4,238 4,241
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △185 △186

当期変動額

自己株式の処分 2 －

自己株式の取得 △4 △225

当期変動額合計 △1 △225

当期末残高 △186 △412

株主資本合計

前期末残高 14,056 14,798

当期変動額

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,063 323

自己株式の処分 2 －

自己株式の取得 △4 △225

当期変動額合計 741 △222

当期末残高 14,798 14,576

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 353 37

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△315 190

当期変動額合計 △315 190

当期末残高 37 227

土地再評価差額金

前期末残高 △920 △920

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △920 △920

評価・換算差額等合計

前期末残高 △567 △883

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△315 190

当期変動額合計 △315 190

当期末残高 △883 △692

純資産合計

前期末残高 13,489 13,914

当期変動額

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,063 323

自己株式の処分 2 －

自己株式の取得 △4 △225

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △315 190

当期変動額合計 425 △31

当期末残高 13,914 13,883
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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