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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年3月期第1四半期 5,679 8.9 6 △66.8 4 △57.0 14 －

22年3月期第1四半期 5,215 △22.2 20 △96.0 10 △98.2 △5 －

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

23年3月期第1四半期 0.58 0.58

22年3月期第1四半期 △0.20 －

 (2) 連結財政状態

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

23年3月期第1四半期 34,483 16,551 43.1 572.04

22年3月期 35,386 16,768 42.6 580.62

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 14,854百万円 22年3月期 15,074百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― 4.00 ― 8.00 12.00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 4.00 ― 8.00 12.00

3. 平成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(累計)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(累計) 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
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(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期

決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

  

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可

能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について

は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「1.当四半期決算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」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】3ページ「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

    (注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  23年3月期1Ｑ 27,212,263株  22年3月期 27,212,263株

② 期末自己株式数  23年3月期1Ｑ 1,245,029株  22年3月期 1,248,877株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  23年3月期1Ｑ 25,964,272株  22年3月期1Ｑ 26,668,061株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善など、景気に持ち直しの動きが見

られるものの、自律的回復には至らず厳しい状況で推移いたしました。当業界におきましては、一昨年

来の景気悪化による設備投資抑制の影響が色濃く残り、株価下落の影響もあり、非常に厳しい事業環境

で推移いたしました。 

  このような状況のもと、当社グループは、更なる省エネルギー製品の開発・改良を進める一方、工場

等の産業空調案件が縮小するなか、ビル及び研究施設などの受注活動に鋭意取り組んでまいりました。

  

  セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

＜日      本＞ 

省エネルギー製品を中心として拡販に努めた結果、売上高は4,665百万円(前年同四半期比8.2％

増)となりました。利益面におきましては、価格競争の激化に伴う販売価格の低下等により営業利

益は0百万円となりました。 

  

＜ア  ジ  ア＞ 

中国を中心として底堅い景気が続くなか、売上高は1,060百万円(前年同四半期比14.0％増)とな

りましたが、価格競争の激化並びに材料価格の高騰等もあり、営業損失は14百万円となりました。

  

この結果、当社グループの売上高は、5,679百万円(前年同四半期比8.9％増)と堅調に推移いたしまし

た。利益面におきましては、価格競争の激化に伴う販売価格の低下等により営業利益は6百万円(前年同

四半期比66.8％減)、経常利益は4百万円(前年同四半期比57.0％減)となりました。四半期純利益は、貸

倒引当金戻入額を特別利益に計上したことにより、14百万円となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は34,483百万円となり、前連結会計年度末に比べ903百万円減

少となりました。これは主に、現金及び預金の減少656百万円、売上債権の減少786百万円及びたな卸資

産の増加618百万円等によるものであります。 

  負債は17,931百万円となり、主に仕入債務の減少により、前連結会計年度末に比べ686百万円減少と

なりました。 

  純資産は16,551百万円となり、主に配当金の支払により、前連結会計年度末に比べ216百万円減少と

なりました。 

  

  

当第１四半期連結累計期間の業績は厳しい結果となりました。今後の景気はなお先行き不透明であ

り、当社を取り巻く事業環境も予断を許さない状況が続くと予想されますが、連結業績予想の変更はあ

りません。 

  

  

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(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。 

  

  

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連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、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号

平成20年３月10日)を適用しております。なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日)を適用しております。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。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,716 4,372

受取手形及び売掛金 13,468 14,255

商品及び製品 883 592

仕掛品 557 366

原材料 832 696

その他 846 930

貸倒引当金 △360 △461

流動資産合計 19,945 20,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,773 4,829

土地 4,911 4,911

その他（純額） 1,229 1,276

有形固定資産合計 10,914 11,017

無形固定資産 437 415

投資その他の資産

その他 3,270 3,286

貸倒引当金 △84 △85

投資その他の資産合計 3,185 3,201

固定資産合計 14,537 14,633

資産合計 34,483 35,386
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,576 6,242

短期借入金 4,594 4,374

1年内返済予定の長期借入金 496 519

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 180 209

賞与引当金 227 438

その他 1,502 1,472

流動負債合計 12,677 13,356

固定負債

社債 50 50

長期借入金 2,162 2,294

退職給付引当金 1,288 1,176

役員退職慰労引当金 22 67

その他 1,729 1,672

固定負債合計 5,253 5,261

負債合計 17,931 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 5,532 5,725

自己株式 △411 △412

株主資本合計 15,868 16,059

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 193 249

土地再評価差額金 △920 △920

為替換算調整勘定 △286 △312

評価・換算差額等合計 △1,013 △984

少数株主持分 1,697 1,693

純資産合計 16,551 16,768

負債純資産合計 34,483 35,386
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 5,215 5,679

売上原価 3,671 4,111

売上総利益 1,544 1,568

販売費及び一般管理費 1,523 1,561

営業利益 20 6

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 27 27

持分法による投資利益 10 9

雑収入 10 21

営業外収益合計 51 60

営業外費用

支払利息 43 32

為替差損 － 19

雑支出 19 10

営業外費用合計 62 63

経常利益 10 4

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 103

その他 － 19

特別利益合計 － 122

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

特別損失合計 － 5

税金等調整前四半期純利益 10 121

法人税、住民税及び事業税 23 122

法人税等調整額 △20 △1

法人税等合計 2 121

少数株主損益調整前四半期純利益 － 0

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12 △14

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5 14
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該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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。 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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……中国 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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  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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

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

4,309 906 5,215 ― 5,215

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

1 23 25 (25) ―

計 4,311 929 5,241 (25) 5,215

営業利益又は営業損失(△) △ 10 34 24 ( 3) 20

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 1,140 38 1,178

Ⅱ  連結売上高(百万円) 5,215

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

21.9 0.7 22.6
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、主に空調機器を製造・販売しており、国内においては当社及び連結子会社が、海外において

はアジア(主に中国)の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位

であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」及び「アジア」の２つを報告セグメントとしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額21百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17

号  平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２日本 アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 4,658 1,021 5,679 ― 5,679

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

6 38 45 △ 45 ―

計 4,665 1,060 5,725 △ 45 5,679

セグメント利益又は損失(△) 0 △ 14 △ 14 21 6

(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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