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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9月30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12月期第3四半期 130,688 0.7 4,000 6.2 4,535 11.6 2,817 34.2
23年12月期第3四半期 129,825 4.7 3,768 △8.0 4,064 △5.2 2,099 △2.6

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 3,693百万円 （140.6％） 23年12月期第3四半期 1,535百万円 （―％）

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12月期第3四半期 58.92 ―

23年12月期第3四半期 43.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 147,136 87,900 59.7
23年12月期 150,837 85,621 56.8

（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  87,895百万円 23年12月期  85,616百万円

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  ：  無  
 

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12月期 ― 14.00 ― 16.00 30.00
24年12月期 ― 14.00 ―

24年12月期（予想） 14.00 28.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 188,000 2.0 9,000 9.9 9,600 10.3 5,400 12.5 112.90



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき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予想数値と異なる場合
があります。 
 業績予想に関しましては添付資料のＰ．２をご参照ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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12月期3Q 50,797,651 株 23年12月期 50,797,651 株

② 期末自己株式数 24年12月期3Q 2,976,905 株 23年12月期 2,976,384 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 47,821,012 株 23年12月期3Q 47,830,336 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（当期の経営成績） 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興等を背景に緩やかな回復傾向が続いて

いるものの、欧州債務危機に端を発する全世界的な景気減速や円高の長期化などの影響もあり、先行き不透明な状況の

まま推移しております。 

国内住宅設備業界におきましては、住宅ローン減税やフラット３５Ｓといった住宅取得支援策などが下支えとなっ

て新築住宅着工数は穏やかな回復基調にあります。また、電力供給不足への懸念や再生エネルギーの固定価格買取制度

の開始などにより、省エネルギーや再生可能エネルギーへの関心が高まっております。 

このような状況のもと、当社グループは昨年度スタートさせた中期経営計画「Ｖプラン１６」に基づき、グループ

ビジョンである「新しい幸せを、わかすこと。」を実現するため、環境性と安全性を基軸とした新商品開発、ソリュー

ションビジネスを着実に行うことで国内、海外での成長を目指しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は売上高が1,306億88百万円（前年同期比0.7％増）となりました。ま

た、利益面につきましては、営業利益が40億円（同6.2％増）、経常利益が45億35百万円（同11.6％増）、四半期純利

益が28億17百万円（同34.2％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 国内事業 

当第３四半期連結累計期間の国内事業セグメントは、売上高が1,229億72百万円（前年同期比0.4％増）、セグメン

ト利益が37億93百万円（同1.8％減）となりました。 

温水空調分野では、環境意識と省エネ意識の高まりを受け、高効率ガス給湯器「エコジョーズ」、高効率石油給湯

機「エコフィール」などの潜熱回収型給湯器が売上高を伸ばしました。 

住設システム分野では、温水空調分野・新エネルギー分野などの他分野とのトータル提案を実施し、全国各地のシ

ョールームを活用した販売促進活動を展開いたしましたが、売上構成の変化などにより売上高は減少いたしました。 

厨房分野では、ガスビルトインコンロ「i－ＳＥＬＥＣＴ」をモデルチェンジし、９月に発売いたしましたが、競争

激化により売上高は微減となりました。 

新エネルギー分野では、自社生産の太陽光発電システムが大幅に増加するとともに、ガスエンジンコージェネレー

ションシステム「エコウィルⅤ」、太陽光発電システムと太陽熱利用システムを組み合わせ給湯、暖房、発電機能を搭

載した「ダブルソーラー」などのラインナップ拡充により、売上高を伸ばしました。 

② 海外事業 

 当第３四半期連結累計期間の海外事業セグメントは、売上高が131億10百万円（同1.8％増）、セグメント利益が２億

７百万円（前年同期は94百万円のセグメント損失）となりました。中国では、引き続き政府の不動産価格抑制策の影響

を受けておりますが、販売エリアの拡大や新商品の販売強化などに取り組み、売上高は増加いたしました。米国では、

環境に優しいコンデンシング給湯器の販売が伸び、売上高が増加しました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産残高は、1,471億36百万円（前連結会計年度末比37億円減）となりまし

た。流動資産は受取手形及び売掛金が減少したこと等により885億76百万円（同37億87百万円減）となりました。ま

た、固定資産はソフトウェアが増加したこと等により585億60百万円（同87百万円増）となりました。  

 負債は支払手形及び買掛金が減少したこと等により592億36百万円（同59億78百万円減）となり、少数株主持分を含

めた純資産につきましては879億円（同22億78百万円増）となりました。この結果、自己資本比率は59.7％となりまし

た。  

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年２月10日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更ありませ

ん。 

   

   

１．当四半期決算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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,766 20,748

受取手形及び売掛金 49,118 41,207

有価証券 7,177 7,875

たな卸資産 12,153 13,283

その他 5,357 5,613

貸倒引当金 △210 △152

流動資産合計 92,363 88,576

固定資産   

有形固定資産 29,872 29,868

無形固定資産 1,786 2,435

投資その他の資産   

投資有価証券 19,883 19,850

その他 7,268 6,738

貸倒引当金 △337 △332

投資その他の資産合計 26,814 26,256

固定資産合計 58,473 58,560

資産合計 150,837 147,136

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,158 28,943

短期借入金 2,233 1,893

未払法人税等 1,661 755

賞与引当金 1,698 2,769

役員賞与引当金 17 －

製品保証引当金 608 648

製品事故処理費用引当金 88 108

その他 12,045 10,144

流動負債合計 51,511 45,262

固定負債   

退職給付引当金 8,797 9,132

役員退職慰労引当金 37 44

製品保証引当金 407 337

その他 4,462 4,459

固定負債合計 13,704 13,974

負債合計 65,215 59,236
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,167 20,167

資本剰余金 22,956 22,956

利益剰余金 49,068 50,471

自己株式 △5,080 △5,081

株主資本合計 87,112 88,515

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △470 411

繰延ヘッジ損益 △29 －

為替換算調整勘定 △996 △1,031

その他の包括利益累計額合計 △1,496 △620

少数株主持分 5 5

純資産合計 85,621 87,900

負債純資産合計 150,837 147,136
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 129,825 130,688

売上原価 91,866 93,555

売上総利益 37,958 37,133

販売費及び一般管理費 34,189 33,132

営業利益 3,768 4,000

営業外収益   

受取利息 176 189

受取配当金 211 218

受取賃貸料 122 159

その他 412 310

営業外収益合計 923 877

営業外費用   

支払利息 33 32

固定資産賃貸費用 107 87

為替差損 163 34

その他 321 188

営業外費用合計 626 342

経常利益 4,064 4,535

特別利益   

投資有価証券売却益 － 21

特別利益合計 － 21

特別損失   

固定資産処分損 91 99

投資有価証券評価損 － 232

減損損失 127 －

災害による損失 232 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 240 －

製品事故処理費用 － 58

その他 3 0

特別損失合計 694 390

税金等調整前四半期純利益 3,369 4,166

法人税、住民税及び事業税 2,074 1,911

法人税等調整額 △798 △562

法人税等合計 1,276 1,348

少数株主損益調整前四半期純利益 2,093 2,817

少数株主損失（△） △5 △0

四半期純利益 2,099 2,817
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,093 2,817

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △335 881

繰延ヘッジ損益 △42 29

為替換算調整勘定 △181 △35

その他の包括利益合計 △558 876

四半期包括利益 1,535 3,693

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,541 3,693

少数株主に係る四半期包括利益 △6 △0
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該当事項はありません。   

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30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 

 （単位：百万円）

（注）セグメント利益又はセグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30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 

 （単位：百万円）

（注）セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

  

報告セグメント 
調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 国内事業 海外事業 合計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部売上高又は振替高  

 119,430

3,084

 10,394

2,478

 

 

 

129,825

5,562

 

 

 

－

(5,562)

 129,825

－

計   122,515   12,872   135,388   (5,562)   129,825

セグメント利益又はセグメント損失（△）   3,862   △94   3,768  －   3,768

  

  

報告セグメント 
調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 国内事業 海外事業 合計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部売上高又は振替高  

 120,141

2,831

 10,547

2,563

 

 

 

130,688

5,394

 

 

 

－

(5,394)

 130,688

－

計   122,972   13,110   136,083   (5,394)   130,688

セグメント利益   3,793   207   4,000  －   4,000

（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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