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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 28,824 4.5 2,019 2.6 2,023 6.2 1,103 8.9
22年3月期 27,588 △11.8 1,967 △35.0 1,905 △36.4 1,012 △49.2

（注）包括利益 23年3月期 926百万円 （△36.4％） 22年3月期 1,458百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 42.49 42.49 7.2 5.7 7.0
22年3月期 38.26 ― 6.9 5.4 7.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  30百万円 22年3月期  44百万円

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

23年3月期 36,064 17,383 43.4 602.92
22年3月期 35,386 16,768 42.6 580.62

（参考） 自己資本   23年3月期  15,653百万円 22年3月期  15,074百万円

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

23年3月期 2,048 △233 △1,249 4,461
22年3月期 1,778 △1,410 △383 3,972

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 4.00 ― 8.00 12.00 314 31.4 2.1
23年3月期 ― 4.00 ― 8.00 12.00 311 28.2 2.0
24年3月期(予想) ― 4.00 ― 8.00 12.00 26.0

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 2.1 450 13.3 500 25.0 250 32.6 9.63
通期 30,000 4.1 2,150 6.5 2,100 3.8 1,200 8.8 46.22



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注)詳細は、決算短信（添付資料）17ページ「4.連結財務諸表 (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」をご参照ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 1,248,852 株 22年3月期 1,248,877 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 25,965,291 株 22年3月期 26,473,656 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 18,730 5.0 637 38.9 885 36.4 523 62.1
22年3月期 17,835 △14.0 459 △69.4 648 △66.6 323 △69.6

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

23年3月期 20.18 20.18
22年3月期 12.21 ―

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 26,579 14,055 52.9 541.35
22年3月期 26,198 13,883 53.0 534.72

（参考） 自己資本 23年3月期  14,055百万円 22年3月期  13,883百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続を実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、 
 決算短信（添付資料）2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。 
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（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善、設備投資持ち直しの動きなど、下期にお

いて景気の回復局面にありましたが、本年3月、東日本大震災が発生したことによりその影響が強く

懸念される状況となりました。  

 こうした事業環境のもと、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、

大型建設プロジェクトのほか、中小型案件等の受注活動にも積極的に取り組んでまいりました。  

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

＜日   本＞  

省エネルギー製品等の拡販及び受注管理の強化に努めた結果、売上高は23,950百万円（前連結

会計年度比3.0％増）となりましたものの、価格競争の激化及び原材料価格高騰の影響により、

営業利益は1,578百万円（前連結会計年度比3.6％減）となりました。  

  

＜ア ジ ア＞  

中国を中心として堅調な景気拡大が続くなか、売上高は5,218百万円（前連結会計年度比

15.3％増）、営業利益は349百万円（前連結会計年度比47.8％増）となりました。  

  

この結果、当社グループの売上高は28,824百万円（前連結会計年度比4.5％増）となり、利益面に

おきましては、営業利益は2,019百万円（前連結会計年度比2.6％増）、経常利益は2,023百万円（前

連結会計年度比6.2％増）、税金等調整前当期純利益は2,101百万円（前連結会計年度比13.1％増）、

当期純利益は1,103百万円（前連結会計年度比8.9％増）となりました。 

  

（次期の見通し） 

東日本大震災による電力供給不足長期化の影響などが懸念され、今後の事業環境は予断を許さない

状況であります。こうしたなか、震災を機に高まっている節電需要に対し、当社グループが従来から

開発・改良に取り組んでまいりました省エネ空調製品である「リリーフエア空調機」、「省エネモー

タを搭載した環境負荷低減型ファンコイルユニット」などの拡販に注力していくと同時に、アジア市

場への展開にも一段と取り組んでまいる所存であります。  

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 1,200 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36,064百万円となり、前連結会計年度末に比べ678百万円増加とな

りました。  

 流動資産は22,050百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,297百万円増加となりました。これ

は主に売上債権が15,378百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,122百万円増加したこと及びた

な卸資産が1,881百万円となり、前連結会計年度末に比べ226百万円増加したことによるものであり

ます。  

 固定資産は14,013百万円となり、前連結会計年度末に比べ619百万円減少となりました。これは

主に、有形固定資産が10,115百万円となり、前連結会計年度末に比べ902百万円減少したことによ

るものであります。  

  

(負 債)  

負債は18,680百万円となり、前連結会計年度末に比べ62百万円増加となりました。これは主に、

仕入債務が6,620百万円となり、前連結会計年度末に比べ378百万円増加したこと及び未払法人税等

が779百万円となり、前連結会計年度末に比べ569百万円増加したこと並びに有利子負債の削減に努

めた結果、借入金が6,267百万円となり、前連結会計年度末に比べ921百万円減少したことによるも

のであります。 

  

(純資産)  

純資産は17,383百万円となり、前連結会計年度末に比べ615百万円増加となりました。これは主

に、当期純利益1,103百万円の計上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488百万円増加し、当連結会計年度末には4,461百万円(前連結会計年度比12.3％増)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2,048百万円(前連結会計年度比270百万円

収入の増加)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2,101百万円(前連結会計

年度比243百万円収入の増加)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233百万円(前連結会計年度比1,176百万円

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1,249百万円(前連結会計年度比866百万円

支出の増加)となりました。減少の主な要因は、借入金の返済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 
 

(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。 

  

当社は財務体質の強化及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、経営体質の強化並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 平成23年3月期

自己資本比率(％) 31.0 35.6 40.4 42.6 43.4

時価ベースの
自己資本比率(％)

31.5 39.2 16.3 25.5 20.2

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率(年)

2.9 4.9 1.8 4.1 3.1

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ

19.3 8.6 20.9 11.7 17.9

(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その他のアジア新興市場において、現地需要を勘案した製品開発を行い、

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との調和を目指して全社員が環境問題に積極的に取り

組むほか、当社グループが有する空調の「省エネルギー・CO2削減」技術を「節電」に活かすな

ど、引き続き中長期の社会的要請に基づく製品の開発・改良に努めてまいります。 

③ トータルコストダウンの促進 

受注から設計・製造・回収までの基幹業務全体の効率化のほか、原材料の海外調達の検討を

進めるなど、トータルコストダウンを図り利益体質の強化に努めてまいります。 

  

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。 

  本年３月に発生した東日本大震災の影響により、需要と供給の両面において事業環境の不透明感が

大きく増しました。一方で、電力供給不足の長期化懸念から節電技術に対する社会の期待が大きく高

まったことを受け、当社グループが持つ空調の省エネ・節電技術の提供に注力してまいる所存であり

ます。 

  研究開発面としましては、引き続き省エネルギー製品の開発・改良に注力するほか、従来型空調機

についても設計段階からのコスト低減を進めるなど利益体質の強化を図ってまいります。販売面とし

ましては、環境負荷低減型空調機などを中心に拡販を行い、新規物件のほかリニューアル物件の受注

にも積極的に取り組んでまいります。 

  さらに、中国のほかアジア各地域の需要に応じた製造・販売体制の構築を進めるほか、国内の販売

促進体制を海外案件にも拡大していくなど、変化に順応した組織体制を維持してまいります。 

  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、事業体制の充実・整備をさらに進めてまいります。 

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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,372 4,461

受取手形及び売掛金 14,255 15,378

商品及び製品 592 480

仕掛品 366 603

原材料 696 797

繰延税金資産 177 257

その他 752 417

貸倒引当金 △461 △345

流動資産合計 20,753 22,050

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,834 11,568

減価償却累計額 △7,005 △7,308

建物及び構築物（純額） 4,829 4,260

機械装置及び運搬具 4,352 4,264

減価償却累計額 △3,616 △3,657

機械装置及び運搬具（純額） 736 606

工具、器具及び備品 2,203 2,200

減価償却累計額 △1,693 △1,787

工具、器具及び備品（純額） 509 412

土地 4,911 4,794

建設仮勘定 30 40

有形固定資産合計 11,017 10,115

無形固定資産

ソフトウエア 28 124

その他 386 371

無形固定資産合計 415 496

投資その他の資産

投資有価証券 2,374 2,357

繰延税金資産 31 27

その他 879 1,067

貸倒引当金 △85 △49

投資その他の資産合計 3,201 3,402

固定資産合計 14,633 14,013

資産合計 35,386 36,064
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,242 6,620

短期借入金 4,374 3,972

1年内返済予定の長期借入金 519 493

1年内償還予定の社債 100 50

未払法人税等 209 779

未払消費税等 77 140

繰延税金負債 47 －

賞与引当金 438 446

その他 1,347 1,248

流動負債合計 13,356 13,752

固定負債

社債 50 －

長期借入金 2,294 1,801

繰延税金負債 153 171

再評価に係る繰延税金負債 1,142 1,142

退職給付引当金 1,176 1,348

役員退職慰労引当金 67 25

長期未払金 377 427

その他 － 12

固定負債合計 5,261 4,928

負債合計 18,618 18,680

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 5,725 6,516

自己株式 △412 △412

株主資本合計 16,059 16,851

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 249 213

土地再評価差額金 △920 △920

為替換算調整勘定 △312 △490

その他の包括利益累計額合計 △984 △1,197

少数株主持分 1,693 1,730

純資産合計 16,768 17,383

負債純資産合計 35,386 36,064
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 27,588 28,824

売上原価 19,335 20,709

売上総利益 8,253 8,114

販売費及び一般管理費 6,285 6,095

営業利益 1,967 2,019

営業外収益

受取利息 9 7

受取配当金 51 51

持分法による投資利益 44 30

受取保険金及び配当金 31 39

雑収入 86 88

営業外収益合計 222 217

営業外費用

支払利息 155 114

為替差損 － 42

雑支出 129 55

営業外費用合計 285 212

経常利益 1,905 2,023

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 132

補助金収入 36 263

その他 － 24

特別利益合計 36 420

特別損失

固定資産売却損 － 116

固定資産除却損 － 59

固定資産圧縮損 － 143

投資有価証券評価損 84 －

その他 － 23

特別損失合計 84 342

税金等調整前当期純利益 1,857 2,101

法人税、住民税及び事業税 518 939

法人税等調整額 172 △112

法人税等合計 691 827

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,274

少数株主利益 152 170

当期純利益 1,012 1,103
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 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,274

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △35

為替換算調整勘定 － △272

持分法適用会社に対する持分相当額 － △39

その他の包括利益合計 － △347

包括利益 － 926

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 890

少数株主に係る包括利益 － 36
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 5,032 5,725

当期変動額

剰余金の配当 △320 △311

当期純利益 1,012 1,103

当期変動額合計 692 791

当期末残高 5,725 6,516

自己株式

前期末残高 △186 △412

当期変動額

自己株式の処分 － 1

自己株式の取得 △225 △1

当期変動額合計 △225 0

当期末残高 △412 △412

株主資本合計

前期末残高 15,592 16,059

当期変動額

剰余金の配当 △320 △311

当期純利益 1,012 1,103

自己株式の処分 － 1

自己株式の取得 △225 △1

当期変動額合計 467 791

当期末残高 16,059 16,851
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 2 249

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

247 △35

当期変動額合計 247 △35

当期末残高 249 213

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 △340 △312

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

27 △177

当期変動額合計 27 △177

当期末残高 △312 △490

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △1,258 △984

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

274 △212

当期変動額合計 274 △212

当期末残高 △984 △1,197

少数株主持分

前期末残高 1,522 1,693

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 171 36

当期変動額合計 171 36

当期末残高 1,693 1,730

純資産合計

前期末残高 15,855 16,768

当期変動額

剰余金の配当 △320 △311

当期純利益 1,012 1,103

自己株式の処分 － 1

自己株式の取得 △225 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 445 △176

当期変動額合計 912 615

当期末残高 16,768 17,383
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 1,857 2,101

減価償却費 732 725

引当金の増減額（△は減少） △100 4

受取利息及び受取配当金 △60 △58

支払利息 155 114

為替差損益（△は益） 5 17

投資有価証券評価損益（△は益） 84 10

売上債権の増減額（△は増加） 544 △1,323

たな卸資産の増減額（△は増加） 214 △278

仕入債務の増減額（△は減少） △38 472

固定資産売却損益（△は益） － 116

固定資産除却損 － 59

固定資産圧縮損 － 143

補助金収入 － △263

未払消費税等の増減額（△は減少） △63 64

その他 △21 321

小計 3,310 2,226

利息及び配当金の受取額 89 87

利息の支払額 △151 △114

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,469 △150

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,778 2,048

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 150 400

投資有価証券の取得による支出 △30 △90

投資有価証券の売却による収入 － 42

有形固定資産の取得による支出 △1,452 △411

有形固定資産の売却による収入 5 3

無形固定資産の取得による支出 △94 △184

貸付けによる支出 △3 △5

貸付金の回収による収入 14 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,410 △233

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） △653 △319

長期借入れによる収入 2,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,065 △519

社債の償還による支出 △120 △100

自己株式の処分による収入 － 1

自己株式の取得による支出 △225 △1

配当金の支払額 △319 △311

財務活動によるキャッシュ・フロー △383 △1,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12 488

現金及び現金同等物の期首残高 3,985 3,972

現金及び現金同等物の期末残高 3,972 4,461
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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21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

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。

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。

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

――――― (会計方針の変更)

  当連結会計年度より、「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。

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。

３  連結子会社の事業年度等に関する事項

同 左

  

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

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
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前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

    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）

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

 

 

  (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

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。

  (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

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。

    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。

    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。
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前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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

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

 

 

    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。

 

 

    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。

 

 

―――――   (6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の 

      範囲

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) 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。

  (7) 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。

―――――

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。

―――――
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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

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

――――― (資産除去債務に関する会計基準等)

当連結会計年度より、「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。

(8) 表示方法の変更

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(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。

(連結損益計算書関係)

１  前連結会計年度において営業外費用「雑支出」に含

めて表示しておりました「為替差損」（前連結会計年

度23百万円）は、営業外費用の総額の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。

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。

２  前連結会計年度において独立掲記しておりました

「投資有価証券評価損」(当連結会計年度10百万円)

は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、

当連結会計年度より特別損失「その他」に含めて表示

しております。

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。

３  当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計

基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基

づき、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令

(平成21年３月24日 内閣府令第５号)を適用し、「少

数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しており

ます。

(9) 追加情報

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

――――― (包括利益の表示に関する会計基準)

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を

適用しております。ただし、「その他の包括利益累計

額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会

計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・

換算差額等合計」の金額を記載しております。
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(10) 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22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23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) 474百万円

  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) 436百万円

  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）

  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 69百万円

上記に対応する債務

 長期借入金 100百万円

（１年内返済予定分66百万円を含む）

  ３  受取手形裏書譲渡高 156百万円  ３ 受取手形裏書譲渡高 41百万円

―――――   ４  建物及び構築物、機械装置及び運搬具、工具、器

具及び備品の取得価額から控除した圧縮記帳額

143百万円

  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。

  ５  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

1,606百万円
・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

1,721百万円

  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
 

  ６  コミットメントライン契約

同  左
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１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

 
(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。 

  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 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

  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 625百万円

給料賞与 2,261

賞与引当金繰入額 220

退職給付費用 277

  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

  ２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

420百万円

―――――   ３ 連結会社間における土地の売買により発生した損

失であり、未実現損失として消去を行わず、固定資

産売却損として表示しております。

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

親会社株主に係る包括利益 1,287百万円

少数株主に係る包括利益 171

計 1,458

その他有価証券評価差額金 247百万円

為替換算調整勘定 38

持分法適用会社に対する持分相当額 6

計 292

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（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

新晃工業㈱ (6458) 平成23年3月期 決算短信

－ 19 －



  

 
  

 
  

 
(注) １  普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、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４千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

  

 
  

次のとおり決議を予定しております。 

 
  

 
  

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

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23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 1,248 ３ ４ 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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 207 ８ 平成22年３月31日 平成22年６月30日

平成22年11月５日 
取締役会

普通株式 103 ４ 平成22年９月30日 平成22年12月７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23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 207 利益剰余金 ８ 平成23年３月31日 平成23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21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 4,372百万円

  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

  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」の金額は一致

しております。
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前連結会計年度 

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。 

  

当連結会計年度 

１  その他有価証券(平成23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22年４月１日  至 平成23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  減損処理を行った有価証券 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(有価証券関係)

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

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 1,445 1,078 367

  (2) 債  券 ― ― ―

  (3) その他 ― ― ―

小  計 1,445 1,078 367

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 391 418 △ 27

  (2) 債  券 ― ― ―

  (3) その他 ― ― ―

小  計 391 418 △ 27

合  計 1,837 1,497 339
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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。 

  

(退職給付関係)

前連結会計年度（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％
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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22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21年４月１日 至 平成22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7,023百万円及び基本金△

2,638百万円並びに資産評価調整加算額5,757百万円であります。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。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23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 △ 2,708 百万円

(2) 年金資産 1,159

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2)) △ 1,549

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 200

(5) 退職給付引当金((3)＋(4)) △ 1,348

３  退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用等  291 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 342

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 38,107 百万円

    年金財政計算上の給付債務の額 53,526

差引額 △ 15,419

7.5％
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23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)

   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

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 531百万円

  投資有価証券評価損等 500

  繰越欠損金 274

  賞与引当金 176

  長期未払金 170

  貸倒引当金 58

  その他 231

      繰延税金資産小計 1,941

  評価性引当額 △ 1,627

      繰延税金資産合計 314

  繰延税金負債相殺 △ 30

      繰延税金資産の純額 284

(繰延税金負債)

  その他有価証券評価差額金等 △ 201

      繰延税金負債合計 △ 201

  繰延税金資産相殺 30

      繰延税金負債の純額 △ 171

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

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため注記を省略しております。
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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。 

  

 
(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。 

  

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

前連結会計年度(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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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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であ

ります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

 
(注) １  調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額93百万円は、セグメント間取引消去であります。 

(2) セグメント資産の調整額2,775百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産3,036百万円

が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない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。 

２  セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

(セグメント情報)

(単位：百万円)

報告セグメント 調 整 額 
(注)１

連結財務諸表
計上額 (注)２日  本 アジア 計

売 上 高

  外部顧客への売上高 23,239 4,348 27,588 ― 27,588

  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

セグメント利益 1,637 236 1,874 93 1,967

セグメント資産 26,784 5,826 32,611 2,775 35,386

その他の項目

  減価償却費 547 185 732 ― 732

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

995 133 1,128 ― 1,128
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 
(注) １  調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額90百万円は、セグメント間取引消去であります。 

(2) セグメント資産の調整額2,436百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産2,595百万円

が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での長期投資資金(投資有価

証券の一部他)等であります。 

２  セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より、「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。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント 調 整 額 
(注)１

連結財務諸表
計上額 (注)２日  本 アジア 計

売 上 高

  外部顧客への売上高 23,932 4,891 28,824 ― 28,824

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

17 326 344 △ 344 ―

計 23,950 5,218 29,168  △ 344 28,824

セグメント利益 1,578 349 1,928 90 2,019

セグメント資産 28,065 5,562 33,628 2,436 36,064

その他の項目

  減価償却費 560 165 725 ― 725

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

364 98 463 ― 463
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載し

ておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(関連情報)

(単位：百万円)

日  本 アジア その他 合 計

22,696 6,049 77 28,824

(単位：百万円)

日  本 アジア 合 計

8,473 1,641 10,115

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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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21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 
１株当たり純資産額 580.62円

 
１株当たり純資産額 602.92円

 
１株当たり当期純利益 38.26円

 
１株当たり当期純利益 42.49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。  

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
42.49円

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益

  当期純利益 1,012百万円 1,103百万円

  普通株主に帰属しない金額 ― ―

  普通株式に係る当期純利益 1,012百万円 1,103百万円

  普通株式の期中平均株式数 26,473千株 25,965千株

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)

―
―

0千株
(0千株)

  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21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

  該当事項はありません。   当社及び国内連結子会社 新晃空調工業㈱は、平成23

年７月１日付で、退職給付制度の安定的な継続と財務

上の不確定リスクを縮小し、従業員のライフプランや

就業意識の多様化に対応することを目的に、退職給付

制度の改訂を行うことといたしました。 

  この制度の改訂は、適格退職年金制度を廃止し、そ

の一部を確定拠出年金制度へ移行することを主な内容

としており、「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理(企業会計基準適用指針第１号)」を適用する予定

であります。 

  なお、本制度改訂に伴う損益に与える影響額は、新

制度による退職給付債務額を算定中であるため、現時

点では未確定であります。
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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22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,414 2,620

受取手形 1,955 2,195

売掛金 7,937 8,630

製品 242 7

原材料 9 9

仕掛品 17 －

前払費用 32 36

繰延税金資産 100 141

短期貸付金 83 187

その他 600 271

貸倒引当金 △111 △45

流動資産合計 13,282 14,053

固定資産

有形固定資産

建物 6,168 6,049

減価償却累計額 △3,905 △4,083

建物（純額） 2,263 1,965

構築物 334 333

減価償却累計額 △261 △272

構築物（純額） 73 61

機械及び装置 64 64

減価償却累計額 △60 △61

機械及び装置（純額） 3 2

車両運搬具 12 12

減価償却累計額 △9 △10

車両運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品 878 920

減価償却累計額 △712 △771

工具、器具及び備品（純額） 165 149

土地 5,316 5,316

有形固定資産合計 7,824 7,497
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

無形固定資産

ソフトウエア 12 13

電話加入権 0 0

その他 － 107

無形固定資産合計 12 121

投資その他の資産

投資有価証券 1,552 1,524

関係会社株式 2,392 2,452

関係会社出資金 8 8

長期貸付金 35 28

関係会社長期貸付金 400 －

破産更生債権等 26 26

長期前払費用 2 1

生命保険積立金 609 635

その他 140 280

貸倒引当金 △89 △49

投資その他の資産合計 5,079 4,907

固定資産合計 12,916 12,526

資産合計 26,198 26,579

負債の部

流動負債

支払手形 66 70

買掛金 4,756 4,684

短期借入金 2,645 2,610

1年内返済予定の長期借入金 348 338

未払金 58 96

未払費用 263 219

未払法人税等 29 474

未払消費税等 － 100

前受金 41 15

預り金 47 51

賞与引当金 184 186

その他 16 56

流動負債合計 8,457 8,905
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

固定負債

長期借入金 1,668 1,329

繰延税金負債 78 87

再評価に係る繰延税金負債 1,142 1,142

退職給付引当金 566 644

長期未払金 377 376

その他 25 38

固定負債合計 3,858 3,619

負債合計 12,315 12,524

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 2,040

繰越利益剰余金 4,201 2,414

利益剰余金合計 4,241 4,454

自己株式 △412 △412

株主資本合計 14,576 14,788

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 227 187

土地再評価差額金 △920 △920

評価・換算差額等合計 △692 △733

純資産合計 13,883 14,055

負債純資産合計 26,198 26,579
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(2) 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 17,835 18,730

売上原価

製品期首たな卸高 335 242

当期製品製造原価 13,655 14,278

合計 13,990 14,520

製品期末たな卸高 242 7

売上原価合計 13,748 14,513

売上総利益 4,087 4,217

販売費及び一般管理費 3,628 3,579

営業利益 459 637

営業外収益

受取利息 20 9

受取配当金 70 72

受取賃貸料 131 142

受取ロイヤリティー 81 84

雑収入 56 59

営業外収益合計 359 368

営業外費用

支払利息 63 53

為替差損 29 41

コミットメントフィー － 13

雑支出 76 12

営業外費用合計 169 120

経常利益 648 885

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 105

補助金収入 － 158

その他 － 19

特別利益合計 － 283

特別損失

固定資産圧縮損 － 143

投資有価証券評価損 84 －

関係会社株式評価損 21 －

その他 － 15

特別損失合計 105 159

税引前当期純利益 543 1,009

法人税、住民税及び事業税 174 521

法人税等調整額 46 △35

法人税等合計 220 485

当期純利益 323 523
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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

別途積立金の積立 － 2,000

当期変動額合計 － 2,000

当期末残高 40 2,040

繰越利益剰余金

前期末残高 4,198 4,201

当期変動額

剰余金の配当 △320 △311

当期純利益 323 523

別途積立金の積立 － △2,000

当期変動額合計 3 △1,787

当期末残高 4,201 2,414
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 4,238 4,241

当期変動額

剰余金の配当 △320 △311

当期純利益 323 523

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 3 212

当期末残高 4,241 4,454

自己株式

前期末残高 △186 △412

当期変動額

自己株式の処分 － 1

自己株式の取得 △225 △1

当期変動額合計 △225 0

当期末残高 △412 △412

株主資本合計

前期末残高 14,798 14,576

当期変動額

剰余金の配当 △320 △311

当期純利益 323 523

自己株式の処分 － 1

自己株式の取得 △225 △1

当期変動額合計 △222 212

当期末残高 14,576 14,788
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 37 227

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

190 △40

当期変動額合計 190 △40

当期末残高 227 187

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 △883 △692

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

190 △40

当期変動額合計 190 △40

当期末残高 △692 △733

純資産合計

前期末残高 13,914 13,883

当期変動額

剰余金の配当 △320 △311

当期純利益 323 523

自己株式の処分 － 1

自己株式の取得 △225 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 190 △40

当期変動額合計 △31 172

当期末残高 13,883 14,055
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