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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 21,485 5.2 1,809 57.0 1,810 56.7 1,319 97.8
23年3月期第3四半期 20,420 6.0 1,152 △3.8 1,155 1.1 667 △9.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,360百万円 （214.5％） 23年3月期第3四半期 432百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 50.84 ―
23年3月期第3四半期 25.70 25.70

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

24年3月期第3四半期 36,467 18,426 45.6 641.62
23年3月期 36,064 17,383 43.4 602.92
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  16,644百万円 23年3月期  15,653百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
    配当予想の修正については、本日(平成24年2月6日)公表いたしました「平成24年3月期 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

23年3月期 ― 4.00 ― 8.00 12.00
24年3月期 ― 4.00 ―
24年3月期（予想） 10.00 14.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 30,000 4.1 2,450 21.3 2,400 18.6 1,450 31.4 55.85



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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。 

※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、 
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」をご覧下さい。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 27,212,263 株 23年3月期 27,212,263 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,270,118 株 23年3月期 1,248,852 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 25,959,063 株 23年3月期3Q 25,965,623 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災からの

復興が徐々に進み、景気持ち直しの動きが認められたものの、年末にかけて生じた欧州財政危機な

どの影響を受け、回復ペースが鈍化いたしました。当業界におきましても、企業収益が減少するな

か設備投資の動きは弱く、依然として厳しい事業環境に終始いたしました。  

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

再開発・更新案件のほか、中小型案件の受注活動にも引き続き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に努めた結果、売上高は17,561百万円(前年同四半期比4.0％

増)となりました。利益面におきましては、受注管理の強化及びトータルコストの圧縮など

への取組みが効果を上げ、セグメント利益(営業利益)は1,553百万円(前年同四半期比74.6％

増)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4,043百万円(前年同四半期比

6.2％増)、セグメント利益(営業利益)は212百万円(前年同四半期比19.9％増)となりまし

た。 

  

この結果、当社グループの売上高は、21,485百万円(前年同四半期比5.2％増)となりました。利

益面におきましては、営業利益は1,809百万円(前年同四半期比57.0％増)、経常利益は1,810百万円

(前年同四半期比56.7％増)、四半期純利益は1,319百万円(前年同四半期比97.8％増)と好調に推移

いたしました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は36,467百万円となり、前連結会計年度末に比べ403百万

円増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加642百万円、売上債権の減少130百万円等に

よるものであります。 

  負債は18,041百万円となり、前連結会計年度末に比べ639百万円減少となりました。これは主

に、仕入債務の増加356百万円、有利子負債の削減265百万円及び未払法人税等の減少406百万円等

によるものであります。 

  純資産は18,426百万円となり、主に四半期純利益の計上及び配当金の支払により、前連結会計年

度末に比べ1,042百万円増加となりました。 

  

  

当第３四半期連結累計期間の業績は概ね好調に推移いたしました。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、通期業績につ

きましては、平成23年11月４日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

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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2. 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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,461 5,104

受取手形及び売掛金 15,378 15,247

商品及び製品 480 606

仕掛品 603 601

原材料 797 816

その他 674 657

貸倒引当金 △345 △358

流動資産合計 22,050 22,675

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,260 4,031

土地 4,794 4,815

その他（純額） 1,060 1,120

有形固定資産合計 10,115 9,967

無形固定資産 496 529

投資その他の資産

その他 3,451 3,344

貸倒引当金 △49 △49

投資その他の資産合計 3,402 3,295

固定資産合計 14,013 13,792

資産合計 36,064 36,467
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,620 6,977

短期借入金 3,972 4,131

1年内返済予定の長期借入金 493 515

1年内償還予定の社債 50 －

未払法人税等 779 373

賞与引当金 446 305

その他 1,388 1,522

流動負債合計 13,752 13,824

固定負債

長期借入金 1,801 1,405

退職給付引当金 1,348 1,090

役員退職慰労引当金 25 28

その他 1,753 1,692

固定負債合計 4,928 4,216

負債合計 18,680 18,041

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 6,516 7,528

自己株式 △412 △417

株主資本合計 16,851 17,857

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 213 142

土地再評価差額金 △920 △799

為替換算調整勘定 △490 △555

その他の包括利益累計額合計 △1,197 △1,212

少数株主持分 1,730 1,781

純資産合計 17,383 18,426

負債純資産合計 36,064 36,467
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
      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)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 20,420 21,485

売上原価 14,690 15,058

売上総利益 5,730 6,427

販売費及び一般管理費 4,577 4,618

営業利益 1,152 1,809

営業外収益

受取利息 5 5

受取配当金 50 56

持分法による投資利益 30 35

雑収入 95 42

営業外収益合計 182 139

営業外費用

支払利息 89 68

為替差損 52 31

雑支出 37 38

営業外費用合計 179 138

経常利益 1,155 1,810

特別利益

貸倒引当金戻入額 80 －

退職給付制度改定益 － 177

補助金収入 107 －

受取保険金 － 116

その他 19 －

特別利益合計 207 294

特別損失

固定資産除却損 11 －

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 16 －

税金等調整前四半期純利益 1,345 2,104

法人税、住民税及び事業税 596 672

法人税等調整額 △46 27

法人税等合計 550 699

少数株主損益調整前四半期純利益 794 1,404

少数株主利益 127 84

四半期純利益 667 1,319
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      四半期連結包括利益計算書
      第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 794 1,404

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △106 △71

土地再評価差額金 － 125

為替換算調整勘定 △220 △71

持分法適用会社に対する持分相当額 △34 △26

その他の包括利益合計 △362 △44

四半期包括利益 432 1,360

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 414 1,308

少数株主に係る四半期包括利益 18 51
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該当事項はありません。 
  
  

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

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 

 
(注) １  セグメント利益の調整額85百万円は、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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

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 

 
(注) １  セグメント利益の調整額43百万円は、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。 

  
  

該当事項はありません。 
  
  

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平

成21年12月４日)を適用しております。 
  

(退職給付引当金) 

当社及び連結子会社 新晃空調工業㈱は、平成23年７月１日付で、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いたしました。  

  この制度移行に伴い、「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 平成14年１月31日)を適用し、退職給付制度の一部終了損益として当第３四半期連結累計

期間において177百万円の特別利益を計上しております。 
  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

(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 16,868 3,551 20,420 ― 20,420

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

12 256 268 △ 268 ―

計 16,881 3,807 20,689 △ 268 20,420

セグメント利益 889 177 1,067 85 1,152

(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 17,551 3,934 21,485 ― 21,485

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

10 108 119 △ 119 ―

計 17,561 4,043 21,604 △ 119 21,485

セグメント利益 1,553 212 1,766 43 1,809

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 追加情報
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