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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第3四半期 28,565 6.7 3,238 △4.8 3,483 △4.1 2,470 2.5

29年3月期第3四半期 26,775 △8.6 3,402 △10.1 3,630 △10.8 2,409 △12.6

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　3,542百万円 （107.6％） 29年3月期第3四半期　　1,706百万円 （△39.3％）

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

30年3月期第3四半期 94.65 ―

29年3月期第3四半期 90.87 ―

(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

30年3月期第3四半期 57,353 38,652 62.7 1,378.28

29年3月期 52,989 36,130 62.9 1,277.28

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 35,949百万円 29年3月期 33,344百万円

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

29年3月期 ― 15.00 ― 21.00 36.00

30年3月期 ― 16.00 ―

30年3月期（予想） 20.00 36.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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 41,000 6.3 5,600 1.8 6,000 5.8 4,000 0.9 153.22

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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） ： 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

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） 30年3月期3Q 27,212,263 株 29年3月期 27,212,263 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 1,129,553 株 29年3月期 1,106,716 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 26,105,755 株 29年3月期3Q 26,516,422 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　　　　　　　　　 30年3月期3Q　123,000株

　　　　　　期中平均株式数(四半期累計)　30年3月期3Q　 61,500株

※四半期決算短信は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。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、添付資料2ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報」をご参照下さい。
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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、企業収益の改善並びに設備投資の増加を背景に、景気は

緩やかな回復基調を維持いたしました。当業界におきましても、空調機の全国出荷台数の増加傾向が続くなど、

需要の端境期を脱する見込みが濃厚となりました。

こうした情勢のもと、当社グループは、戦略受注による収益基盤の強化を継続する一方、今後の需要増加を

見据えて、個別受注生産サービス向上に関するシステム投資、製販連携による生産性向上の取組みなど、先行

投資に努めてまいりました。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜日 本＞

需要の回復に伴い、空調機器販売、空調保守工事等の拡販に注力した結果、売上高は24,094百万円(前年

同四半期比6.7％増)となりました。利益面におきましては、機器、工事の戦略的な受注展開で収益性が改

善した結果、セグメント利益(営業利益)は3,523百万円(前年同四半期比11.3％増)となりました。

　

＜ア ジ ア＞

中国経済は景気持ち直しの動きが続いているものの価格競争激化等の影響を受け、売上高は4,509百万円

(前年同四半期比6.0％増)、セグメント損失(営業損失)は312百万円(前年同四半期はセグメント利益214百

万円)となりました。

　

この結果、当社グループの売上高は28,565百万円(前年同四半期比6.7％増)となりました。利益面におきまし

ては、営業利益は3,238百万円(前年同四半期比4.8％減)、経常利益は3,483百万円(前年同四半期比4.1％減)、

親会社株主に帰属する四半期純利益は2,470百万円(前年同四半期比2.5％増)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57,353百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,364百万円増加とな

りました。これは主に、たな卸資産の増加541百万円及び投資有価証券の増加4,090百万円等によるものであり

ます。

負債は18,701百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,842百万円増加となりました。これは主に、仕入債務

の増加1,394百万円及び未払法人税等の減少371百万円等によるものであります。

純資産は38,652百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,521百万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2,470百万円、剰余金の配当968百万円及びその他有価証券評価差額金の増

加1,163百万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

平成29年５月15日公表の連結業績予想から変更はありません。
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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
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,771 13,054

受取手形及び売掛金 15,145 13,836

電子記録債権 2,922 4,166

商品及び製品 468 422

仕掛品 696 1,218

原材料 685 750

その他 1,089 718

貸倒引当金 △893 △983

流動資産合計 32,886 33,184

固定資産

有形固定資産

土地 5,759 5,759

その他（純額） 6,327 6,303

有形固定資産合計 12,087 12,063

無形固定資産

のれん 949 830

その他 405 425

無形固定資産合計 1,354 1,256

投資その他の資産

投資有価証券 4,838 8,928

その他 1,846 1,945

貸倒引当金 △24 △24

投資その他の資産合計 6,660 10,849

固定資産合計 20,102 24,168

資産合計 52,989 57,353
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,772 5,226

電子記録債務 2,498 3,438

短期借入金 1,193 1,204

1年内返済予定の長期借入金 454 453

未払法人税等 765 393

賞与引当金 579 407

株主優待引当金 59 ―

その他 1,925 2,737

流動負債合計 12,247 13,862

固定負債

社債 500 500

長期借入金 911 596

役員退職慰労引当金 43 16

株式給付引当金 ― 28

退職給付に係る負債 1,496 1,528

その他 1,659 2,167

固定負債合計 4,611 4,838

負債合計 16,858 18,701

純資産の部

株主資本

資本金 5,822 5,822

資本剰余金 5,984 6,058

利益剰余金 21,810 23,313

自己株式 △1,342 △1,469

株主資本合計 32,275 33,725

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,475 2,638

土地再評価差額金 △732 △732

為替換算調整勘定 323 331

退職給付に係る調整累計額 2 △13

その他の包括利益累計額合計 1,068 2,223

非支配株主持分 2,786 2,702

純資産合計 36,130 38,652

負債純資産合計 52,989 57,353
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 26,775 28,565

売上原価 17,679 19,055

売上総利益 9,095 9,510

販売費及び一般管理費 5,692 6,271

営業利益 3,402 3,238

営業外収益

受取利息 11 13

受取配当金 85 115

持分法による投資利益 37 20

受取賃貸料 60 73

雑収入 121 81

営業外収益合計 316 303

営業外費用

支払利息 25 20

賃貸費用 12 17

固定資産除却損 12 12

支払手数料 20 ―

雑支出 17 7

営業外費用合計 88 58

経常利益 3,630 3,483

特別利益

受取保険金 ― 110

特別利益合計 ― 110

特別損失

持分変動損失 9 ―

特別損失合計 9 ―

税金等調整前四半期純利益 3,621 3,594

法人税、住民税及び事業税 902 1,199

法人税等調整額 214 39

法人税等合計 1,116 1,238

四半期純利益 2,504 2,355

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

94 △115

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,409 2,470
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 2,504 2,355

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 270 1,163

為替換算調整勘定 △932 63

退職給付に係る調整額 △16 △16

持分法適用会社に対する持分相当額 △119 △23

その他の包括利益合計 △797 1,187

四半期包括利益 1,706 3,542

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,087 3,626

非支配株主に係る四半期包括利益 △381 △83
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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。

決算短信（宝印刷） 2018年02月05日 09時24分 7ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）


