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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第3四半期 25,679 △19.0 3,814 △40.1 4,176 △38.4 3,105 △33.0

2020年3月期第3四半期 31,686 11.7 6,362 90.1 6,781 85.4 4,635 75.6

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　4,341百万円 （△13.6％） 2020年3月期第3四半期　　5,024百万円 （192.6％）

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

2021年3月期第3四半期 120.12 ―

2020年3月期第3四半期 177.87 ―

(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

2021年3月期第3四半期 66,860 48,761 70.0 1,810.79

2020年3月期 65,108 46,254 67.9 1,696.25

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 46,784百万円 2020年3月期 44,213百万円

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

2020年3月期 ― 20.00 ― 38.00 58.00

2021年3月期 ― 20.00 ―

2021年3月期（予想） 25.00 45.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　　　　2020年3月期の期末配当金には、創立70周年記念配当10円を含んでおります。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 38,500 △13.0 6,000 △33.4 6,400 △32.8 4,600 △23.3 178.04

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　　　　業績予想の修正については、本日(2021年2月9日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 注記事項

(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） ： 有

新規 ― 社 （社名） 、 除外 1 社 （社名） 新晃空調工業株式会社

　当社の完全子会社であった新晃空調工業株式会社は、2020年4月1日付で当社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

除外しております。

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期3Q 27,212,263 株 2020年3月期 27,212,263 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 1,376,030 株 2020年3月期 1,146,614 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 25,853,002 株 2020年3月期3Q 26,062,863 株

　　(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている株式付与ESOP信託が保有する当社株式は、次のとおりで

　　　　　あります。

　　　　　　期末自己株式数　　　　　　　　　 2021年3月期3Q　117,845株　　2020年3月期 　 　120,222株

　　　　　　期中平均株式数(四半期累計)　2021年3月期3Q　118,797株　　2020年3月期3Q　121,370株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、持ち直しの動きがみられるものの、新型コロナウイルス

感染症の影響により依然として厳しい状況が続きました。公共投資は堅調であり、設備投資は下げ止まりつつ

あるものの、当業界におきましては、需要の端境期にも重なったことから、空調機の全国出荷台数が前年同期

に比べ約20％減少するなど厳しい事業環境で推移いたしました。

こうした情勢のもと、当社は、空気中の細菌やウイルスを除去する健康空調®の営業展開や大空間向けの除菌

システムの実証実験を進めるとともに、設計や生産のノウハウをデジタル技術に変換し、業務のプラットフォ

ームを再構築していく「SIMA（SINKO Innovative Manufacturing of AHU）」プロジェクトを推進してまいりま

した。引き続き、中長期的に業務の発展性・収益性を高めてまいります。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜日 本＞

東京オリンピック・パラリンピックに伴う再開発が一段落ついたことに加え、感染症の再拡大による経

済の先行きの不透明感が広がっております。足元では宿泊施設や店舗、工場、医療施設の着工が減少して

おり、売上高は22,632百万円(前年同四半期比19.9％減)となりました。利益面におきましては、空調工事

を中心とした戦略受注の効果はあったものの、空調機器販売の減少による影響は大きく、セグメント利益

(営業利益)は3,854百万円(前年同四半期比40.5％減)となりました。

＜アジア＞

中国では、感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要はあるものの、固定資産投資は

持ち直しており、景気は緩やかに回復しております。そうした中、採算性を重視した販売戦略への切り替

えや原価管理の強化などに注力した結果、売上高は3,064百万円(前年同四半期比11.0％減)となり、セグメ

ント損失(営業損失)は75百万円(前年同四半期はセグメント損失135百万円)となりました。

　

この結果、当社グループの売上高は25,679百万円(前年同四半期比19.0％減)となりました。利益面におきま

しては、営業利益は3,814百万円(前年同四半期比40.1％減)、経常利益は4,176百万円(前年同四半期比38.4％

減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,105百万円(前年同四半期比33.0％減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は66,860百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,751百万円増加とな

りました。これは主に、現金及び預金の減少3,852百万円、売上債権の減少4,705百万円、有価証券及び投資有

価証券の増加5,922百万円、たな卸資産の増加1,091百万円、土地の増加3,162百万円等によるものであります。

負債は18,098百万円となり、前連結会計年度末に比べ755百万円減少となりました。これは主に、未払法人税

等の減少1,930百万円、有利子負債の増加2,454百万円及び退職給付に係る負債の減少900百万円等によるもので

あります。

純資産は48,761百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,507百万円増加となりました。これは主に、親会社

株主に帰属する四半期純利益の計上3,105百万円、剰余金の配当1,514百万円及びその他有価証券評価差額金の

増加1,353百万円等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年3月期の連結業績予想につきましては、第3四半期連結累計期間までの実績及び今後の経済動向を勘案

し、2020年8月6日に公表した数値から上方修正を行っております。

詳細につきましては、本日(2021年2月9日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,447 13,594

受取手形及び売掛金 14,341 11,890

電子記録債権 6,079 3,824

有価証券 2,000 5,000

商品及び製品 346 579

仕掛品 659 1,461

原材料 937 994

その他 913 1,160

貸倒引当金 △931 △1,005

流動資産合計 41,794 37,501

固定資産

有形固定資産

土地 5,864 9,027

その他（純額） 6,738 7,118

有形固定資産合計 12,602 16,145

無形固定資産 913 848

投資その他の資産

投資有価証券 8,000 10,922

その他 1,822 1,467

貸倒引当金 △24 △24

投資その他の資産合計 9,797 12,365

固定資産合計 23,313 29,359

資産合計 65,108 66,860
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,227 3,672

電子記録債務 3,035 3,052

短期借入金 997 1,170

1年内償還予定の社債 500 ―

1年内返済予定の長期借入金 122 405

未払法人税等 2,073 142

賞与引当金 649 447

株主優待引当金 45 ―

その他 3,600 3,445

流動負債合計 15,252 12,335

固定負債

長期借入金 318 2,817

役員退職慰労引当金 24 27

株式給付引当金 112 140

退職給付に係る負債 1,639 738

その他 1,506 2,037

固定負債合計 3,601 5,762

負債合計 18,853 18,098

純資産の部

株主資本

資本金 5,822 5,822

資本剰余金 6,076 6,078

利益剰余金 32,601 34,193

自己株式 △1,512 △1,830

株主資本合計 42,988 44,264

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,833 3,187

土地再評価差額金 △725 △725

為替換算調整勘定 98 57

退職給付に係る調整累計額 18 ―

その他の包括利益累計額合計 1,225 2,519

非支配株主持分 2,041 1,977

純資産合計 46,254 48,761

負債純資産合計 65,108 66,860
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 31,686 25,679

売上原価 18,824 15,733

売上総利益 12,861 9,946

販売費及び一般管理費 6,498 6,132

営業利益 6,362 3,814

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 189 206

持分法による投資利益 75 42

受取賃貸料 98 114

雑収入 122 97

営業外収益合計 489 463

営業外費用

支払利息 12 19

為替差損 ― 27

賃貸費用 21 27

雑支出 38 26

営業外費用合計 71 101

経常利益 6,781 4,176

特別利益

退職給付制度終了益 ― 231

助成金収入 ― 97

特別利益合計 ― 329

税金等調整前四半期純利益 6,781 4,505

法人税、住民税及び事業税 2,165 1,126

法人税等調整額 △13 318

法人税等合計 2,152 1,444

四半期純利益 4,628 3,061

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △7 △44

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,635 3,105
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 4,628 3,061

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 727 1,353

為替換算調整勘定 △309 △28

退職給付に係る調整額 △0 △18

持分法適用会社に対する持分相当額 △21 △26

その他の包括利益合計 395 1,280

四半期包括利益 5,024 4,341

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,186 4,399

非支配株主に係る四半期包括利益 △162 △58
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

　


